
◆下のボタンをクリックすると、各都道府県のページに移動することができます。

令和４年度

女性に対する暴力をなくす運動

【全国の主な広報啓発イベント】

11月12日(土)～25日(金)

※パープル・ライトアップについては、別資料に取りまとめています。
また、本資料に記載のあるもののほか、全国各地で、ポスター掲示やパープルリボンの着用、広報誌・HPによる広報等を幅広く実施します。
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都道府県 市区町村 イベント（シンポジウムや講座等）の啓発活動 その他の取組（パネル展示やSNSによる広報等） 関連URL

○

●庁内放送により運動テーマ等を広報
●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（檜山振興局、釧路総合振興局）
●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、檜山振興局）

岩見沢市
●パープルリボンパネル展及びパープルリボン無料配布
期間：11月11日～25日　場所：庁舎ロビー、商業施設等

●関連図書特設コーナーの設置
期間：11月7日～29日　場所：岩見沢市立図書館

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/
shiminrenkeishitsu/shiminkatsudo_community/3/
dv/4385.html

札幌市

●パネル展等の開催
中央区民センター、白石区民センター、地下鉄新さっぽろ駅構内、JR新札幌駅空中歩廊
（サンピアザ２階東側横断歩道橋）、清田区役所、JR手稲駅自由通路「あいくる」
●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

士別市 ●ポケットティッシュの配布、デジタルサイネージへの掲示等

石狩市

●パネル展の開催（市役所、公共施設）
●パープルリボンの設置（市役所、公共施設）
●女性相談の実施（11/25）
●町内会回覧による周知

帯広市
●講座「知っていますか？デートDVのこと」
　日時：令和４年11月17日19時～、場所：とかちプラザ
　内容：交際中のカップルの間で起こる「デートDV」について学ぶ

●パネル展や講座の情報を、広報、ホームページ、SNS、ラジオで周知。
●市民ホールにて、パネルを展示。パネル展示会場で、パープルリボンを配布。
●相談窓口携帯パンフレットの設置（市庁舎、一部の総合病院やスーパーの女子トイレに
設置。）

苫小牧市

●パープルライトアップ実施施設へのパネル設置。
●室公式SNSにて周知
●苫小牧市版BTC(Break The Chain)ダンス動画の制作：市長、市職員、市内幼稚園や市民
団体にご協力いただき撮影・編集
●DV根絶啓発パネル展～とまチョップに羽を授けよう～：苫小牧市役所1階ロビーにて啓
発パネル展を実施。苫小牧市公式キャラクター「とまチョップ」に紫色の羽を授ける参加
型の展示も行う
●DV防止啓発リーフレットを制作、市内公共施設の女性用トイレに設置。また、設置にご
協力いただける企業や店舗等を募集。

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/d
anjobyodo/dv/reiwa04_purple.html
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/d
anjobyodo/topikkusu/snstop.html

令和４年度「女性に対する暴力をなくす運動」　全国の主な広報啓発イベントの予定（パープル・ライトアップを除く）【R4.11.1時点】

北海道
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北広島市

●女性に対する暴力をなくす運動パネル展の開催（期間：11月12日～17日、場所：エル
フィンパーク交流広場）
●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）
●懸垂幕の掲示（庁舎）
●フリーペーパーへの掲載依頼

https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotne
ws/detail/00000738.html

○

●パープルリボンキャンペーン
日時：１１月１２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１６日（水）１２:００～１２:４０
場所：青森市役所駅前庁舎アウガ
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・チラシ配付・街頭での呼びかけ）

http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/

青森市

「願いをかたちに～パープルリボン・フレンドシップキルト」展示
「パープル＆オレンジWリボンねぶた」展示
「パープルリボンキャンペーン」
女性に対する暴力防止の啓発活動として、パンフレット・チラシ・ティッシュなどを配布

八戸市

●啓発活動　商業施設での呼びかけ
日時：令和４年11月９日（水）15時30分～16時30分
場所：イオン八戸田向店（八戸市田向三丁目５ｰ１）
内容：市こども家庭相談室、八戸警察署合同にて、来場者にチラシ等の配布
と呼びかけを行う。主任児童委員に協力を依頼し、市マスコットキャラク
ター「いかずきんズ」２体も活用する。

●市子育て情報LINEへの掲載

〇

●啓発活動　商業施設でのミニコンサートの開催
日時：令和４年11月30日（水）
場所：イオンモール盛岡（岩手県盛岡市前潟4-7-1）
内容：岩手県警察音楽隊の協力によるDV防止啓発ミニコンサートを開催、会
場においてパネル展示、啓発物品を配架

●パネル展の開催
日時：令和４年11月14日（月）～同月25日（金）
場所：県庁１階県民室

花巻市

●DV防止について考えるセミナー（オンライン開催）
日時：11月29日（火）午後２時～３時30分
講師：ＤＶ・虐待予防研究会　代表　山中多民子さん
聴講会場：生涯学園都市会館（まなび学園 ）

●コミュニティFMでのDV防止啓発
放送予定日：１１月１０日、１１月１１日
●パープルリボンツリーの市庁舎内への設置によるDV防止啓発
実施予定期間：１１月１日～３０日
●パープルリボンによるDV防止啓発（庁舎内へ設置、DV防止について考えるセミナーで
の配布など）
実施予定期間：１１月１日～３０日

釜石市
●「デートＤＶ」や「性的マイノリティ」について学ぶ「パープルセミナー」
の開催。

●大型商業施設でのDV防止啓発パネルの設置

岩手県

青森県

https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000738.html
https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000738.html
http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/
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北上市
●ホームページ、コミュニティFM等を利用した周知
●パープルリボンツリーの市庁舎、市の施設への設置によるDV啓発（11 月１日～30日ま
で）

宮古市

●DV防止講座
心とからだを守るために～夫婦の関係を見つめなおす～
日時：11月11日(金)10時～12時
場所：市民交流センター
講師：渡部容子弁護士（弁護士法人 幹 盛岡さくら法律事務所）

●パープル＆オレンジリボンプロジェクト
期間：11月1日(火)～30日(水)
場所：市民交流センター、市立図書館、保育所、小児科・産婦人科ほか
内容：パープル＆オレンジリボンツリー、バルーンアレンジメントの設置
         暴力、児童虐待等関連図書の紹介、貸出

https://www.city.miyako.iwate.jp/seikatu/kokorot
okaradawomamorutameni.html

盛岡市
●駅等での啓発チラシ、物品の配布
●市庁舎等でのパープルリボンツリー展示
●ＳＮＳ等を活用した周知、関連動画の配信等

https://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/shimin
katsudo/sankaku/1024636.html

○

●令和4年度犯罪被害者支援街頭キャンペーン
日時：１１月９日午前　場所：大崎市岩出山「あら伊達な道の駅」　内容：
DV防止啓発チラシ等の配布と呼びかけ
日時：１１月２４日午後　場所：石巻市又は利府町のイオンモール　内容：
DV防止啓発チラシ等の配布と呼びかけ
日時：１１月２８日午後　場所：名取市又は柴田町，大河原町のイオンモー
ル　内容：DV防止啓発チラシ等の配布と呼びかけ

●県フェイスブックによる広報
●県行政庁舎内ロビーにてパネル展示及びむすび丸（公式キャラクター）にリボンバッチ
着用

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

気仙沼市

●「DV予防啓発講座」の開催　
　日時：11月26日10:00～11:30
　場所：地域交流センター　交流室AB
　内容：「自分を大切にするってどういうこと？」

仙台市

●ストップ！DV・性暴力市民講座
　日時：11月26日　14時～16時
　場所：エル・パーク仙台
　内容：コロナ禍とDV　顕在化するモラル・ハラスメント

●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:11/12～11/18、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
●地域の情報を発信するWeb情報サイトに、DV防止啓発・相談窓口周知のための広告を掲
載
●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（11/17～
19）で相談時間を以下のとおり延長する。
　・11/17（木）～18（金）:9時～21時まで（通常は9時～17時）
　・11/19（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/danjo-
kikaku/kurashi/manabu/danjo/sodan/stopdvcam
paign2022.html

多賀城市 ●専門機関のリーフレット、相談会等のチラシを窓口に設置

大崎市
●男女共同参画セミナー「家庭でできる性教育～親から子に伝えるココロと
カラダのお守り～」（11月23日水曜日10時～11時30分）

●図書館展示コーナーでの各種情報展示・啓発用品配布，図書の展示貸出（11月16日～23
日）

https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikika
rasagasu/shiminkyodousuishimbu/danjyokyoudo
usankaku/11138.html

○ ●児童虐待・DV 防止街頭キャンペーン
横手市 ●ＤＶ防止キャンペーン
鹿角市 ●ＤＶ防止キャンペーン（期間中開催のイベントにて啓発物の配布）
秋田市 ●児童虐待・ＤＶ防止街頭キャンペーン（秋田県と合同開催）

宮城県

秋田県

https://www.city.miyako.iwate.jp/seikatu/kokorotokaradawomamorutameni.html
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仙北市 ●ＤＶ防止キャンペーン（啓発物の配布）
大館市 ●ＤＶ防止キャンペーン
美郷町 ●町のイベントに合わせ、来場者へ啓発物を配布

○
【山形県男女共同参画センター・チェリア】
・DV防止講座（11/18)

【山形県】
●パネル展
　県庁1階ロビー（11/16～30）
●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】
●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
●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

https://yamagata-cheria.org/

戸沢村 ●パネル展（予定）

高畠町
●パネル展（図書館　11/12～25）
●ＦＢ、ＬＩＮＥによる広報

山形市 ●DV防止講座（11月22日、火曜日） ●DV防止に関するパネル、ツリー展示
場所：山形市男女共同参画センター「ファーラ」
（11月12日～25日）
場所：山形市役所エントランスホール
（11月14日～18日）
●フェイスブック、LINEへの掲載
●市庁舎内放送による広報（11月14日～18日）

酒田市 ●パネル展　市役所1階フリースペース（11/12～25）
上山市 ●女性に対する暴力をなくす運動パネル展
西村山郡大江町 ●町SNSへの配信

川西町
●パネル展示
●パープルリボンブローチ運動

長井市
●コミュニティFMなどを活用し、女性に対する暴力をなくす運動について周知。
●女性からの相談が特に多い担当課等の職員がパープルリボンブローチを着用し、窓口対
応等を行い、女性に対する暴力をなくす運動について啓発。

東村山郡中
山町

●パネル展　町立図書館ギャラリー（11/8～11/29）

南陽市 ●南陽市男女共同参画推進セミナー ●『STOP THE DOMESTIC VIOLENCE』パネル展
米沢市 ●「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展

　　米沢市役所　市民ホール　11/22（火）～29（火）
●女性に対する暴力根絶に関する図書コーナーの設置
　　ナセBA 図書館　　11/22（火）～29（火）

http://10.10.1.179/4061.html

山形県

https://yamagata-cheria.org/
http://10.10.1.179/4061.html
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○

●男女間における暴力の防止と被害者支援事業講演会「『ちょっと困ってい
る』への気づきから孤立を防ぐ～傷つきからの回復を支援する家と逃げ場所
の試み～」
日時：１１月１２日（土）１３：００～１４：３０　
実施方法：オンライン　講師：鴻巣 麻里香氏（非営利団体KAKECOMI代表、
精神保健福祉士、福島県スクールソーシャルワーカー）　内容：講師が運営
するセーフティシェアハウスにおける実態や取り巻く環境・要因について聞
き、「孤立」を生まない社会づくりのためにどうすれば良いかを考える。
（福島県男女共生センター）

●図書室　１１月の特集展示　暴力のない社会をつくる　～令和4年度「女性に対する暴力
をなくす運動」～　期間：令和4年11月1日（火）～11月３０日（水）　女性に対する暴力
をなくす運動期間に合わせた図書の特集展示を行います。（福島県男女共生センター3階図
書室）
●県公式Twitterによる広報

https://www.f-miraikan.or.jp/2022/08/post-
357.html

いわき市

●NPO法人いわきふれあいサポート（DV等人権侵害被害女性支援活動）創立
20周年記念事業　講演＆コンサート（市後援）
・　日　時：11月28日（月）13：30～15：30
・　テーマ：「家庭に潜む暴力・支配の構造～DV被害・加害を考える～」

福島市

●「子どもと女性をまもる、オレンジ・パープルリボンキャンペーン」
以下のイベントにて啓発物品（DV相談カード、ボールペン）の配布により啓
発活動を行う。
①福島市男女共生セミナー2022（11/23開催）
②令和４年度福島市児童虐待防止推進講演会（11/23開催）

会津若松市

●DV防止講演会
　「DV被害女性とその子どもの理解と支援」
　・日時：R4.11.22（火）18：30～20：30
　・場所：會津稽古堂
　・講師：安部　郁子氏（福島大学特任教授）

●DV防止・児童虐待防止街頭啓発キャンペーン
　日時：R4.11.19　午前
　場所：MEGAﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃUNY会津若松店
　内容：来店者へ啓発グッズを配布しながら、DVおよび虐待防止の街頭啓発
を行う

古河市

●古河市デートDV防止講座実施
日時：令和4年12月14日（水）
場所：総和工業高校
対象：総和工業高校3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

●ブースの設置
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（火）～11月30日（水）
場所：古河市内各庁舎等（5か所）
●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

かすみがうら
●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
らい、「女性に対する暴力をなくす運動」の周知・啓発を行う。
日時：11月20日（日）～11月30日（水）、場所：あじさい館

つくば市

●男女共同参画セミナー
　「DVと虐待～若い女性をめぐる環境と支援～」
日時：11月8日(火)14：00～16：00
場所：市役所本庁舎２階会議室201
講師：田谷　幸子　氏（つくば国際短期大学保育科准教授）

●DVに関する啓発パネル展示
日時：11月8日(火)～12月4日(日)
場所：市役所本庁舎１階ロビー

https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/event
/1018259.html

ひたちなか
市

●DVに関する啓発パネル展示
日時：11月19日(土)～11月25日(金)
場所：市役所本庁舎１階市民ホール

福島県

茨城県

https://www.f-miraikan.or.jp/2022/08/post-357.html
https://www.f-miraikan.or.jp/2022/08/post-357.html
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/event/1018259.html
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/event/1018259.html
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阿見町

●パネル展
期間：11/16（水）～11/27（日）
場所：阿見町中央公民館１階ホール
テーマ：「パートナー等に対する暴力の撲滅」

稲敷市
●横断幕作成し、本庁舎外壁に掲示
●啓発品（マスク）を作成し、配布

https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page007256.
html

下妻市

●「女性に対する暴力をなくす運動」キャンペーン
日時：11月12日（土）10:00～11:00
場所：市立図書館
内容：リーフレットや啓発品の配布

●パープルリボンツリーの設置
　11月12日～25日の間、市立図書館にパープルリボンツリーを設置する。

https://www.city.shimotsuma.lg.jp/

境町
●パープルリボンツリー、パネル展示
　期間11月12日～25日、場所：境町役場1階ロビー

https://www.town.ibaraki-
sakai.lg.jp/page/dir000079.html

高萩市 ●啓発グッズの配付、掲示板など
日時：11月11日（金）～11月25日（金）、場所：市役所1階ホール

●コミュニティFM（たかはぎFM78.6MHｚ）にて啓発
●ホワイトツリーにパープルリボンの飾りつけ
日時：11月11日（金）～11月25日（金）、場所：市役所1階ホール
●デジタルサイネージによる啓発

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（土）～11月25日（金）、場所：坂東市役所１階行政情報
コーナー

●市役所屋外情報塔を利用した啓発
日時：11月12日（土）～11月25日（金）、場所：坂東市役所
●SNSによる周知啓発の発信

鹿嶋市

●パープルリボンツリー、
来庁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い、意識啓発
を図る。
日時：11月11日（金）～11月25日（金）
場所：鹿嶋市役所第１庁舎玄関

●庁舎内特設ブースの設置（ポスター掲示、啓発品の配布、パープルリボンツリー展示）
●地元ラジオ局「FMかしま」での周知

https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/28/17786.
html

取手市
●下記のイベントで啓発グッズ配布
・福祉まつり
・女（ひと）と男（ひと）ともに輝くとりでの集い

https://www.city.toride.ibaraki.jp/shimin-
kyodo/shise/jinken-
danjo/bouryokukonzetu/orangepurpleribboncp20
22.html

水戸市笠原
町

●パネル展においてのポスターの掲示
●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
●県Twitterによる広報
●ラジオ茨城放送「県政スポット」による広報
●性犯罪、性暴力被害者相談窓口の紹介　等

https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/josei/danjo/so
nota-boryoku.html
https://www.diversity-ibaraki.jp/

潮来市 ●市立図書館内に関連図書等の展示コーナーを設置
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（土）～11月25日（金）
●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（土）～11月25日（金）※場所：市役所ロビー、公民館８か所、市立図
書館、市民ラウンジ
●啓発用ポケットティッシュ（啓発用カードを差し込んだポケットティッシュ）の配布
※場所：市役所ロビー、公民館８か所、市立図書館、市民ラウンジ（ダブルリボンツリー
とともに設置）

https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/dir000079.html
https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/dir000079.html
https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/28/17786.html
https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/28/17786.html
https://www.city.toride.ibaraki.jp/shimin-kyodo/shise/jinken-danjo/bouryokukonzetu/orangepurpleribboncp2022.html
https://www.city.toride.ibaraki.jp/shimin-kyodo/shise/jinken-danjo/bouryokukonzetu/orangepurpleribboncp2022.html
https://www.city.toride.ibaraki.jp/shimin-kyodo/shise/jinken-danjo/bouryokukonzetu/orangepurpleribboncp2022.html
https://www.city.toride.ibaraki.jp/shimin-kyodo/shise/jinken-danjo/bouryokukonzetu/orangepurpleribboncp2022.html
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東海村 ●村立図書館に啓発ブースを設置
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagas
u/fukushibu/sougousoudansien/10/11/12/1701.h
tml

那珂市 ●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（土）～11月25日（金）、場所：那珂市役所1階ロビー

●SNSによる周知啓発の発信 https://www.city.naka.lg.jp/page/page006392.ht
ml

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（土）～25日（金）
場所：日立シビックセンター

●STOP！DVキャンペーン
日時：11月21日（月）15：30～16：30
場所：日立駅

●懸垂幕の掲示（日立市役所）

美浦村 ●公共施設内のデジタルサイネージ、屋外ビジョンを利用した広報啓発
利根町 ●DV根絶パネル展11/14～11/24

○

●女性への暴力を考える講演会の開催
演題：「親密な関係における暴力と男性問題」
講師：中村　正氏（立命館大学大学院人間科学研究科・立命館大学産業社会
学部教授）
日時：10月29日（土）13:30～15:30
開催方法：Zoomを使用したオンライン講座

●とちぎウーマンナビ、メールマガジンによる広報
●庁舎内に展示ブースやパープルリボンツリーを設置
●啓発資材を作成し、関係機関へ配布

http://www.tochigi-woman-
navi.jp/topics/page.php?id=1197
https://parti.jp/kouza/index_kou02.html

宇都宮市 ●ＤＶ根絶に向けた啓発パネル展

佐野市
●佐野図書館と田沼図書館にポスター等と関連図書の展示
●庁舎、男女共同参画センターにパープルリボンツリーの設置

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin
/jinken_danjokyodosankakuka/oshirase/20798.ht
ml

鹿沼市
●パープルリボンツリーを図書館に設置し、暴力に悩む女性へのメッセージカードを記載
してもらい飾る。（11月12日～25日）

https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0172/info-
0000004205-1.html

小山市

●DV防止啓発研修会
・演　題　「DVの中にいる子どもへの影響とその理解　　～すべての人が安
心安全に暮らせる社会のために～」
・講　師　藤平　裕子氏（認定NPO法人ウィメンズハウスとちぎ　カウンセ
ラー）
　開催日　令和4年11月16日（水）14:00~15:30
　会　場　小山市役所本庁舎２階　２ab会議室

●メディアを利用した広報キャンペーン
・ラジオ、ケーブルテレビによる広報
・SNSによる広報
●パネル展示等
・本庁舎及び図書館等でパネル展示
●その他取組
・男女共同参画推進員及び推進協議会役員によるパープルリボン作成（11/1）
・パープルリボンツリー設置（市庁舎他7か所・11/1~11/30）
・農業祭での啓発活動（11/12）
・デジタルサイネージ（本庁舎、商業施設）での掲示（11/1~11/30）

https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/15/58.
html

栃木市 ●講演会
演題：精神的暴力の影響とその理解
講師：認定NPO法人ウイメンズハウスとちぎ　藤平裕子さん
開催日：令和４年12月２日（金）
場所：栃木市役所　正庁

●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

那須塩原市 ●なしお博においてＤＶに係るティッシュを来場者に配布 ●市男女共同参画情報「みいな」ウェブ版に掲載

栃木県

https://www.city.naka.lg.jp/page/page006392.html
https://www.city.naka.lg.jp/page/page006392.html
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/jinken_danjokyodosankakuka/oshirase/20798.html
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/jinken_danjokyodosankakuka/oshirase/20798.html
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/jinken_danjokyodosankakuka/oshirase/20798.html
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0172/info-0000004205-1.html
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0172/info-0000004205-1.html
https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/15/58.html
https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/15/58.html
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日光市今市本
●オレンジ＆パープルリボンツリーの展示（11/1～1/25）
●人権ミニフェスタ（11/12）において、パネル、ポスター、啓発物品の配布

●市役所本庁舎デジタルサイネージにポスター掲示
●市教委人権教育だより「未来」11月号にデートDV特集記事を掲載

https://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/guide/fu
kushi/danjo/dv-boushi/dv-boushi.html

○
●庁舎内デジタルサイネージにおけるPR
●県政広報ラジオ番組でのPR
●ぐんま男女共同参画センターにおけるパネル展示・関連図書コーナー設置

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

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
●高崎経済大学附属高等学校図書室に関連図書コーナーの設置。ポスター掲示、デートDV
防止リーフレット配布。

安中市 ●市公式Twitter、LINEで情報発信
●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）

https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kikaku_kei
ei/joseinobouryoku-nakusu.html

伊勢崎市

●パープルリボンキャンペーン
●パネル展(人権課、子育て支援課、障害福祉課3課合同) 
日時：11月7日PM～10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(パープルリボン)、児童虐待防止（オレンジリボン）、障害者
虐待防止(イエローリボン)週間のパネル展示等
●パネル展　
日時：11月11日PM～11月24日AM　
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
●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

https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/siminbu/jin
ken/kyodo/5521.html

館林市 ●ティッシュの配布・設置（庁舎内トイレ、商業施設、病院等）
吉岡町 ●「女性に対する暴力をなくす運動の描きおろし漫画」の掲載
玉村町 ●「女性に対する暴力をなくす運動の描きおろし漫画」をデジタルサイネージへ掲載

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

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shi
min/seikatsu/gyomu/5/3/34624.html

大泉町
●ポルトガル語版・英語版の町広報紙への掲載
●町図書館で特設図書コーナーを設置（11月5日～27日）

https://www.town.oizumi.gunma.jp/s007/kurashi
/010/020/080/20201223091927.html

富岡市 ●図書館でのパネル展示

○

●DV防止フォーラム
日時：11月13日　13：30～
場所：埼玉県男女共同参画推進センター（WithYouさいたま）
内容：DVを繰り返す心理と加害者プログラムの実際」

●パネル展示
日時：11月1日～27日
場所：埼玉県男女共同参画推進センター（WithYouさいたま）

さいたま市

●ＤＶ防止セミナー（オンライン開催）
配信期間：令和４年11月１日（火）～30日（水）
主な内容：女性による女性のための相談会実行委員会呼びかけ人である松元
ちえさんによる『「女性による女性のための相談会」が必要な理由』と題し
た講座をYouTubeで限定公開

https://www.city.saitama.jp/006/010/002/004/p0
91928.html

所沢市

●11月20日（日）パープルリボンコンサート
　会場：男女共同参画推進センターふらっと
●11月25日（金）女性のための護身法ワークショップ　～自分の身は自分で
守る～
　会場：男女共同参画推進センターふらっと

●11月21日（月）、22日（火）パープルリボンキャンペーン
　会場：所沢市役所１市民階ホール
　内容：パープルリボンツリーの飾り付け及び展示、パープルルリボン、関連冊子の配布
等

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho
/danjo/furatto/furattokoza/joseinitaisurubouryok
uwonakusu.html

群馬県

埼玉県
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ふじみ野市 ●ＤＶパネル展
●図書展示
●パープルリボンキャンペーンタペストリー巡回展示

https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichira
n/shiminsogosodanshitsu/shiminsodan_jinkensui
shingakari/danzyokyoudousankakusuisin/7967.ht
ml

伊奈町

●パープルリボンキャンペーン
日時：10月2５日～１１月２日
場所：伊奈町総合センター１階ロビー
内容：タペストリー巡回展示

越谷市

●ＤＶ防止啓発講座
日時：11月26日（土）14：00～16：00
場所：越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」
内容：ＤＶ防止啓発を目的として吉祥眞佐緒氏を講師に市民向けの講座を開
催。

●庁舎内および越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」内でパネルを展示、併せ
てパープルリボン付のカードを配布
●パープルリボンキャンペーンの実施、期間：12月15日（木）～21日（水）、場所：越谷
市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

https://hot.koshigaya-center.jp/

桶川市

●「女性に対する暴力をなくす運動」啓発
●児童虐待防止月間と併せて「Wリボンメッセージボード」の作成を行う
●パープルリボンキャンペーン（タペストリー巡回）
●庁内のデジタルサイネージ放映
●特設DV電話相談（期間限定）

加須市

●市役所本庁舎市民ギャラリーで開催（12月２日～２６日）の人権啓発展会場内にミニ
コーナーを設置（相談カードやリーフレットを配架）。
●パープルリボンキャンペーンのタペストリー巡回展示（12月15日～12月2６日）
●市内の全図書館でテーマ展示を開催し、発行する貸出票（レシート）へ、女性に対する
暴力根絶のためのシンボルマークとメッセージを掲載
●本庁舎１階において行政情報・広告放映モニターによる啓発

https://www.city.kazo.lg.jp/kurashi/kyoudou/185
75.html

寄居町
●庁内でパネルを展示
●懸垂幕の掲示

久喜市

●性暴力・性被害防止パネル展　令和4年10月4日（火）～10月21日（金）市役所1階ロ
ビー
●パープルリボンキャンペーン　令和4年10月4日（火）～10月7日（金）市役所1階ロビー　
内容：県内巡回タペストリー制作（パープルリボン貼付）

狭山市
●パープルリボンキャンペーン　11/2～7　狭山市市民交流センターロビー　タペストリー
の巡回展示

https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/jink
en/danjo/index.html

熊谷市

●熊谷駅正面口駅前広場デジタルサイネージにて広報
●パープルリボンキャンペーン（県との共催）
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、商業施設等）
●卓上ポップの配置（男女共同参画推進センター、庁舎内トイレ）

https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/s
himin/danjokyodosankaku/oshirase/index.html

鴻巣市

●市Twitter、市LINEへの掲載
●パープルリボンキャンペーン実施
　期間：令和４年１１月１１日～１６日
　場所：市役所本庁舎１階ロビー

https://www.city.kounosu.saitama.jp/kurashi/1/1
0/2/1605268959396.html
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坂戸市

●女性相談カードの配布、設置（公共施設、庁舎内トイレ、病院、コンビニ、薬局、郵便
局、スーパー）
●メッセージボード搭載型自動販売機へ掲載
●Twitter、LINEに掲載
●パープルリボンキャンペーン実施
　期間：令和４年１０月１２日～１６日
　場所：図書館１階展示スペース
●「女性に対する暴力をなくす運動」ポスター及びパネルの掲示

https://www.city.sakado.lg.jp/

三郷市
●パープルリボン・オレンジリボン展
　日時：11月1日～29日
　場所：ららぽーと新三郷内「ららほっとみさと」

●懸垂幕の掲示（庁舎敷地内の懸垂タワー）
●横断幕の掲示（新三郷駅前ペデストリアンデッキ）
●庁内（市役所１階市民ギャラリー）でパネル展示
●市内図書館で関連図書の展示

https://www.city.misato.lg.jp/jinken/

春日部市

●男女共同参画ビデオ上映会「ゴーグル」
場所：春日部市男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」多目的ホー
ル
日時：11月25日（金）10：00～11：30

●DV防止関連図書紹介コーナー設置
場所：春日部市男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」ライブラ
リー
日時：11月12日（土）～11月25日（金）

●パープルの花いっぱい運動
場所：春日部市男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」敷地内
日時：11月上旬

https://www.harmonykasukabe.jp

上尾市 ●DV防止セミナー～子ども虐待とDVへの統合した視点で考える～
令和４年１１月２２日（火）１０時から１２時

上里町
●パープルリボンキャンペーン（7月～3月にかけて埼玉県が主体となり実施するタペスト
リーの巡回）

新座市 ●十文字学園女子大学社会情報デザイン学科の生徒の方々と一緒に、来庁者
にパープルリボンづくりの声がけを実施

●コミュニティエフエム「７７５ライブリーエフエム」出演
●SNS（twitter等）発信
●パープルリボンパネル展開催
●啓発品（パープルリボンシール入りのティッシュ）配布
●DV関連図書特設コーナー設置

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/23/dvpanerut
en-r1.html

深谷市
●パープルリボンツリー設置（パープルリボンを飾る啓発）　
　
場所：本庁舎多目的ホール

●DVパネル展示、立て看板設置、啓発品配布
場所：本庁舎多目的ホール
場所：キララ上柴（アリオ深谷３F）ロビー

http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoud
ou/jinken/tanto/danjo/dvjouho/index.html

杉戸町 ●町立図書館と連携し、関連図書の特設コーナーを設置（１１月中）

川越市

●講座「こころのＣａｒｅ講座」
場所：ウェスタ川越
内容：第1回「ＤＶ・トラウマを理解する」
　　　第2回「トラウマからの回復 ~私らしく輝くためには~」
日時：第1回　11月16日　9:45 ～ 11:45
　　　第2回　11月21日　9:45 ～ 11:45

●パープルリボンキャンペーンのタペストリーの巡回展示（11月26日）
●パネル展示（ウェスタ川越）

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/jinke
n_danjokyodo/danjokyodosankaku/purple-
ribbon2020.html
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川口市

●かわぐち市民パートナーステーション男女共同参画コーナー（キュポ・ラＭ４階）でパ
ネル・関連書籍の展示
●啓発用ポケットティッシュ・パープルリボンの配布
●児童虐待防止月間と併せ、全職員が啓発用缶バッジを装着

川島町

●パープルリボンタペストリーの展示
　期間：2月18日(土)～26日(日)
　場所：川島町役場
●ＤＶ等男女共同参画関連図書の展示
　期間：11月1日(火)～30日(水)
　場所：川島町立図書館
●パープルリボンツリーの作成、展示
　期間：11月12日(土)～25日(金)
　場所：川島町役場

https://www.town.kawajima.saitama.jp/6196.htm

草加市
●パネル展の実施
●男女共同参画さわやかサロン内で「DV防止啓発ミニコーナー」を設置

朝霞市
●女性センター内にパープルリボンツリーや女性の暴力に関する図書の特設
コーナーなどを設置

●市ツイッター等への掲載・発信
●駅前電光掲示板・市庁舎告知スペースにて周知
●懸垂幕及び横断幕の掲示

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/4/no-
bouryoku.html

鶴ヶ島市 ●展示「ドメスティック・バイオレンス」
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page00
5657.html

日高市 ●パープルリボンキャンペーンタペストリー展示（埼玉県男女共同参画推進センター巡回
事業）
期間：７月30日～８月14日
会場：日高市役所ロビー

https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/somu
/jinkensuishinshiminkatudou/sodan/1224.html

入間市 ●オレンジリボン・パープルリボンに関連する啓発物の展示
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisetsu/shiset
su_kyoiku/1012387/1013684/1013687.html

白岡市
●ＤＶ防止パネル展「わたしたちは性暴力・性犯罪を許さない」11月15日（火）～22日
（火）
●パープルリボンキャンペーン 1月20日（金）～30日（月）

飯能市

●パープルリボンキャンペーン
日時：9月22日～令和5年3月22日まで
場所：市内高校6校、各地区行政センター13施設
内容：女性に対する暴力をなくすための啓発として、タペストリーにパープル
リボンシールを貼る
●映画上映会「スキャンダル」
日時：10月22日
場所：飯能市立図書館
●DV防止週間展
日時：11月14日～11月29日
場所：飯能市市民活動センター
内容：高校生が撮影したパープルを基調とした写真の展示

北本市
●パネル展の開催（性犯罪・性暴力防止パネルの展示等）
●タペストリーの制作（パープルリボンのタペストリーを県内市町で巡回）
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毛呂山町
●パープルリボンを身につけた町マスコットキャラクター「もろ丸くん」ぬいぐるみを各
課窓口に設置

https://www.town.moroyama.saitama.jp/soshikik
arasagasu/somuka/jichisinkou/danjokyoudousan
kaku/2233.html

嵐山町 ●パープルリボンキャンペーン（11月5日～9日　役場庁舎１階ロビー）

○

●DV防止街頭キャンペーン　
県警と共催により、県内大型商業店舗や遊園地等において、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、聖徳大学学生による発表、
啓発物資の配布等を実施
※千葉会場は千葉市共催  ※内容は会場によって異なります。
(1)11月16日（水）16:00～17:00　そごう千葉店前広場
(2)11月20日（日）13:00～14:00　木更津かんらんしゃパークキサラピア
(3)11月20日（日）17:00～18:00　アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張
(4)11月23日（水・祝）14:00～15:00　イオン津田沼店

●DV・児童虐待予防セミナー　
児童養護施設出身のモデル　田中れいか氏による、県民を対象としたオンラ
インセミナーを実施
日時：11月19日（土）13:30～15:00　
演題：「生い立ち関係なく誰でもなりたい自分になれる」

●県内Ｊリーグ戦ホームゲームにおいて、大型ビジョンでＤＶ・児童虐待防止啓発CMを放
映　
・柏レイソル　11月5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5日（土）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・児童虐待防止啓発CMを放映　11月12日
（金）～25日（木）

●千葉テレビにおいて、11月中にＤＶ・児童虐待防止啓発ＣＭを放送（25回）※12月末ま
でYouTubeでも配信

●長生健康福祉センターにおいて、ＤＶ・児童虐待防止啓発パネル展示を実施　11月～12
月末

木更津市 ●市公式Twitter、Facebookに投稿

浦安市
●パネル展の実施
●市庁舎電光掲示板にて告知
●市デジタルサイネージにて告知

https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/danjo/in
dex.html

横芝光町 ●企画展（関連図書の展示）

我孫子市

●パープルリボンキャンペーン　日時：11月20日～25日、場所：市内商業施
設（あびこショッピングプラザ）
内容：パネル展示。初日には白いツリーを来店客とともにパープルリボンで
飾るイベントを実施。参加者にパープルリボンにちなんだ啓発グッズや冊子の
セットを配布。ツリーはパープルリボンの解説とともに12月25日までショッ
ピングプラザのクリスマス飾りとして継続設置。

●市立図書館入口付近でミニパネルとミニ啓発グッズセットを設置、配布。
https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/kyoudousa
nkaku/purple_ribbon/index.html

鎌ケ谷市
●パープルリボンキャンペーン　日時：１１月１日～３０日、場所：男女共
同参画推進センター、内容：パープルリボンツリーの設置、啓発物配付

●パネル展　日時：１１月２１日～２５日、場所：鎌ケ谷市役所
●Twitter・facebookによる周知

http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidas
hi/sesaku-
danjokyoudo/danjo_center/jigyouyotei.html

君津市 ●SNSへの掲載

市原市 ●SNSへの掲載（Twitter・Facebook）
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleI
d=634548123d624d4630f459ee

市川市
●ＤＶ防止講座「ＤＶについて知ろう・考えよう～ＤＶのない社会を目指し
て～」（市公式Youtubeチャンネルでの限定公開・11月1日～11月30日（予
定））

●デジタルサイネージによる広報活動
●SNS投稿（Twitter・Facebook）

https://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/111100000
8.html
https://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/111100003
2.html

習志野市
●当該運動に関するパネル展示
●市庁舎内階段をパープルリボンで装飾

https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/danjo_ky
odosankaku/gyomu/danjokyodo/no_violence.html

千葉県

https://www.town.moroyama.saitama.jp/soshikikarasagasu/somuka/jichisinkou/danjokyoudousankaku/2233.html
https://www.town.moroyama.saitama.jp/soshikikarasagasu/somuka/jichisinkou/danjokyoudousankaku/2233.html
https://www.town.moroyama.saitama.jp/soshikikarasagasu/somuka/jichisinkou/danjokyoudousankaku/2233.html
https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/danjo/index.html
https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/danjo/index.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/kyoudousankaku/purple_ribbon/index.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/kyoudousankaku/purple_ribbon/index.html
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidashi/sesaku-danjokyoudo/danjo_center/jigyouyotei.html
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidashi/sesaku-danjokyoudo/danjo_center/jigyouyotei.html
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidashi/sesaku-danjokyoudo/danjo_center/jigyouyotei.html
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=634548123d624d4630f459ee
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=634548123d624d4630f459ee
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/danjo_kyodosankaku/gyomu/danjokyodo/no_violence.html
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松戸市
●パープルリボンキャンペーンの実施
（日時）令和４年１１月２１日～１１月２５日
（内容）パネル展示、パープルリボンツリーの展示、チラシの配布

●SNSへの投稿等
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/mat
sudodekosodate/kosodatenavi/soudanshitaikata/
kateijidousoudan/campaign.html

千葉市

●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11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

●千葉県、千葉県警との共催による「女性に対する暴力をなくす運動」街頭
キャンペーン
日時：11月16日（水）16:00～17:00
場所：そごう千葉店前広場
内容：DVについてのミニ講座、啓発物品の配布
●パープルリボンツリー
日時：10月8日～11月25日
場所：千葉市男女共同参画センター　交流コーナー
内容：来館者にパープルリボンの配布と白いツリーにパープルリボンを飾りつ
けしてもらう。
●関連展示「ひとりで苦しまないでください」
日時：10月14日～11月16日
場所：千葉市男女共同参画センター情報展示コーナー

●DV被害者支援のためのステップアップ講座
日時：11月26日13:00～15:30

●パープルリボンづくりの会
日時：10月8日10:00～11:30、13:30～15:00
場所：千葉市男女共同参画センター
内容：期間中に展示・配布するパープルリボンの作成を広く市民と作成する機会と場をつ
くり、啓発に務める。

https://www.chp.or.jp/danjo/
https://twitter.com/danjo_chiba?ref_src=twsrc%5
Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwter
m%5Escreen-
name%3Adanjo_chiba%7Ctwcon%5Es2

船橋市

●パネル展示
　・本庁舎１階ロビー
　・ショッピングモール
●職員を対象としたeラーニング
●SNSを利用した広報

袖ケ浦市 ●袖ケ浦駅、長浦駅市政情報モニターへの記事掲載
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kosodat
e/dv.html

銚子市
●市役所庁舎内及び商業施設でのパネル展示
●市役所正面玄関脇懸垂幕設置

http://www.city.choshi.chiba.jp/simin/gyousei/ca
t05/danjosankaku/2019-11-
11joseinitaisurubouryoku.html

八街市
●パープルリボンキャンペーン（11/11に市内ショッピングセンターにて、千
葉県警あおぼーしと共にパープルリボン、リーフレット、啓発物資を配布、パ
ネル展示予定）

●市役所内の電光掲示板による広報（11月中）
https://www.city.yachimata.lg.jp/

https://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/soudanshitaikata/kateijidousoudan/campaign.html
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https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kosodate/dv.html
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https://www.city.yachimata.lg.jp/
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○

◎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）に気づく、支援につなげる―暴力を許さない私たちに
できること―」
　日時：11月12日（土）（オンライン配信）
　　　※11月20日（日）（録画上映）東京ウィメンズプラザ

●令和４年度犯罪被害者週間行事（11月20日、座・高円寺（杉並区）にて開
催）においてポスターを掲示

◎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）
Twitter、Facebookに掲載

https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/seminar/tabid
/437/Default.aspx

豊島区

●ファーマーズマーケットSDGs目標５特設ブース
日時：11月12日（土）、13日（日）　10時～16時
場所：としまみどりの防災公園（イケ・サンパーク）
ブース内容：パープルリボンづくりやパネル展

●街頭W（パープル・オレンジ）リボンキャンペーン
日時：11月20日（日）
場所：池袋駅サンシャイン通り

https://www.farmers-ikesun.jp/

武蔵村山市

●DV・児童虐待防止啓発パネル展示＆メッセージツリーの設置
日時：11月1日～11月30日
●図書展示　館内図書：11月1～11月30日
　　　　　　NWECよりＤＶ関連貸出し図書：10月15～11月15日
場所：武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
●SNS等での啓発

https://fureai.csplace.com/

大田区

●DV防止講座
11月30日（水）14時～16時　
　
傷ついた心のケア講座～パートナーとの関係を考える～
講師：西山さつきさん（NPO法人レジリエンス代表）

パープルリボンプロジェクト
●男女平等推進センター内でDV防止展示。「STOP！DV～DVは大人だけじゃなく　子ど
もの心も壊すもの～」11月12日~12月28日
●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10日～11 月25日

https://escenaota.jp/

台東区

●パープル・オレンジリボン運動の実施
日時： 11月12日（土）～23日（水）
場所：台東区生涯学習センター1階
内容：児童虐待防止(オレンジリボン運動)と女性に対する暴力をなくす運動(パープルリボ
ン運動)を合わせて暴力根絶へ向けたキャンペーンを実施。
女性に対する暴力をなくす運動パネル展・児童虐待防止のオレンジリボンツリーの展示
●環境フェスタにおけるパネル展示
日時：11月5日（土）・6日（日）
場所：台東区生涯学習センター内　台東区立男女平等推進プラザ
内容：女性への暴力をなくすことがSDGｓの目標のひとつ「ジェンダー平等の実現」の
ターゲットであることから、持続可能な社会へむけた周知啓発を行う環境フェスタにおい
て女性に対する暴力根絶のパネル展示をする。

東京都

https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/seminar/tabid/437/Default.aspx
https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/seminar/tabid/437/Default.aspx
https://www.farmers-ikesun.jp/
https://escenaota.jp/
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調布市

●講座「自分と向き合い、相手に伝える　アサーションを知ろう～身近な人
やパートナーとの関係に困っていませんか？～」
日時：11月18日（金）14時～16時　場所：調布市男女共同参画推進センター
内容：公認心理師，産業カウンセラーである花﨑晶氏にDV(モラルハラスメン
ト）について解説してもらい，自分も相手も大切にするアサーティブコミュニ
ケーションについて学ぶ。

●DVと性暴力関係の書籍展示
期間：11月1日～11月30日
内容：「DV・性暴力」に関係するセンター蔵書書籍を展示する。
場所：男女共同参画推進展示コーナー
●デートDV防止啓発パネルの展示
期間：11月1日～11月30日
テーマ：若年層に向けて「デートDV」「性暴力」防止啓発パネルの展示
内容：若い世代に向け内閣府男女共同参画局のポスターとメッセージを展示する。
場所：総合福祉センター（ウインドウ美術館）

https://chofu-danjyo.jp/events/eventlist

稲城市 ●庁舎ロビーでパネル展を予定

羽村市 ●メール配信、Twitterでの周知
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000016433.ht
ml

葛飾区

●１１月１５日（火）午後２時～４時 DV講座「対等な夫婦関係のために～モ
ヤモヤ・ビクビクしていませんか？～」講師：千野洋見さん（公認心理師・精
神保健福祉士）

●女性に対する暴力を考えるパネル展示
●オリジナルパープルリボン作成キットの配布
●ＤＶ問題をテーマとした書籍紹介・映画作品の視聴ブース（平日のみ）
●アンケート回答者にDV防止啓発メモ帳プレゼント

https://www.city.katsushika.lg.jp/event/1000106/
1029479.html
https://www.city.katsushika.lg.jp/event/1000107/
1029911.html

江戸川区
●講座「デジタル性暴力って何だろう？」
●講座「過去の被害者バッシングから学び社会を変えるために」
●講座「身近な問題として、DV・モラルハラスメントを考える」

●パネル展示

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/kurashi/
jinken/sankaku/kouza.html
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/kurashi/
jinken/sankaku/bouryoku.html

江東区

●パープルリボンツリー（11/12～11/25）
●パネル展（庁舎11/28～12/2、豊洲文化センター12/5～12/9）
●図書館特設コーナー開設（11/19～12/15）
●区内各駅に相談窓口周知ポスター掲示

●区公式Twitter、Facebook、LINEに投稿
●オリジナル缶バッチ配布
●パネル展（庁舎11/28～12/2、豊洲文化センター12/5～12/9）

港区

リーブラパープルリボン運動2022
●DV予防啓発講座
「ドメスティック・バイオレンス（DV）と傷つきからの回復」
講師：千野洋見さん（NPO法人女性ネットSaya-Saya）
日時：2022年11月12日（土）14時～16時

リーブラパープルリボン運動2022
●「わたしたちは性犯罪・性暴力を許さない」パネル＆団体作品展
展示期間：１１月１２日（土）～２５日（金）
パネル：埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま）制作
●Twitter、Instagram、Facebook、メールマガジン・クラブLでの啓発
●男女平等参画情報誌「オアシス」Vol.75でのリーブラ相談室 心のサポートルーム紹介
●図書資料室での特集コーナー設置

https://www.minatolibra.jp/calendar/?mc_id=581
https://www.minatolibra.jp/calendar/?mc_id=584

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

国分寺市
●リボンワークショップ
日時：11月13日午前10時～正午
場所：ccocobunjiWEST５階セミナールーム

●市HP、リボンワークショップは10月15日号市報掲載及び地域バス(ぶんバス)の車内ポス
ターによる周知、Wリボンキャンペーンは11月1日号市報掲載
●国分寺市市役所人権平和課ツイッターによる周知
W(パープル・オレンジ)リボンキャンペーン
●パネル展示　
　期間：11月11日～11月25日
　場所：cocobunjiWEST5階まちの魅力発信コーナー　
　内容　パネル展、メッセージボード展示

https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011
887/1011901/byoudou/1022059.html

https://chofu-danjyo.jp/events/eventlist
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000016433.html
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000016433.html
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011887/1011901/byoudou/1022059.html
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011887/1011901/byoudou/1022059.html
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国立市

●ダブルリボンキャンペーン2022
＜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日、11月20日～30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
＜くにたち秋の市民まつり＞日時：11月6日、10時～15時　内容：パンフ
レット等の啓発物品を配布
＜旧国立駅舎＞日時：11月13日～17日（15時まで）　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、ダブルリボンス
トラップ配布
＜市役所１階　市民ロビー＞日時:11月18日～25日　内容：パネル展示

●SNSを使い、情報発信
●Youtubeで動画配信

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：10/31～11/11（平日のみ）、場所：三鷹市役所本庁舎1階市民ホール

小金井市
●庁舎でのパネル展示：11月13日(日)～11月25日(金)
●市作製のDV防止啓発冊子、DV及び女性相談窓口の案内カードを掲示・配布

小平市
●講座「大人も知っておきたい、デートDVってなんだろう？」
日時：１１月２７日（日）１０：００～１１：３０
講師：NPO法人女性ネットSaya-Saya須藤延恵さん/波多野律子さん

●パネル展示１１月１日（火）～２４日（木）
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/078/07
8289.html

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
●DV相談
　日時：11月19日(土)９：00～16：00
　　　　11月24日(木) 13：00～19：00
　場所：アキシマエンシス校舎棟２階男女共同参画センター

https://www.city.akishima.lg.jp/s006/020/010/01
1/20180927103847.html

新宿区
●DV防止啓発講座（オンライン）
「DV被害者支援スキルアップ講座～支援者に求められる視点～」
配信期間：11月4日～11月17日

●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。
●DV防止啓発動画を区内大型ビジョンで放映。

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/danjo01_00
1064.html

杉並区
●区役所ロビーにおけるパネル展示・パープルリボンツリーの飾りつけ（11月21日～25
日）
●中央図書館における企画展示（11月14日～11月19日）

清瀬市
●パープル・キャンドル　11月11日（運動期間の前日）に清瀬駅北口駅前
で、約1000本の紫色のビンの中にキャンドル灯す（昨年も同様のイベントを
開催）

●公式SNS等に掲載
https://www.city.kiyose.lg.jp/siseijouhou/danjosa
nkaku/1011345/index.html

西東京市
●思春期の子どもとの関係づくり～性と自立にかかわって～（日時：11月19
日、場所：西東京市住吉会館ルピナス２階、定員：30人）

●パネル展（西東京市住吉会館ルピナス１階交流ホール11月14日～11月25日）
●市公式Facebook及び市公式Twitterに掲載
●展示（西東京市パープルリボン・プロジェクトをすすめる会）

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/078/078289.html
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/078/078289.html
https://www.city.akishima.lg.jp/s006/020/010/011/20180927103847.html
https://www.city.akishima.lg.jp/s006/020/010/011/20180927103847.html
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/danjo01_001064.html
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/danjo01_001064.html
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/danjo01_001064.html
https://www.city.kiyose.lg.jp/siseijouhou/danjosankaku/1011345/index.html
https://www.city.kiyose.lg.jp/siseijouhou/danjosankaku/1011345/index.html
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/
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千代田区

●男女共同参画センターＭＩＷ講座「子どもの心が危ない！～面前ＤＶと児
童虐待～」」
日時：11月17日（木）19:00～20:30（オンライン講座）
内容：面前ＤＶとは何かを知り、暴力・虐待をなくすために私たちにできる
ことを考える。
●男女共同参画センターＭＩＷ「しんぐるまざーずカフェ～気になるお金の
ハナシ～」
日時：11月19日（土）14:00～15:30
場所：男女共同参画センターＭＩＷ
内容：日々の暮らしの不安解消に役立つ様々な制度や情報を提供。後半は簡
単なワークを交えつつ、「私・家族のこれから」について考える。

●千代田区虐待等防止強化期間「Ｗ（ダブル）リボンキャンペーン企画展」
日時：11月19日（土）～25日（金）9:00～20:30（土日祝は17:00／最終日は13:00まで）
場所：区役所１階区民ホール
内容：児童（オレンジリボン運動）・高齢者・障害者への虐待防止と女性に対する暴力を
なくす運動（パープルリボン運動）を合わせたキャンペーン。難民保護と人道支援を行う
国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）の写真から、世界で起きている児童や女性に対
する暴力について考える。●地域福祉交通（バス）車内広告の掲示
期間：11月1日（火）～12月11日（日）
●男女共同参画センター「ＭＩＷパープルリボンプロジェクト2022」
期間：11月12日（土）～25日（金）
内容：ＭＩＷにパープルリボンツリー・パープルリボンキルト・「本やＤＶＤからわかる
『ＮＯ！暴力/虐待」等を展示。Ｆａｃｅｂｏｏｋで女性への暴力防止に関連する本や動画
等を紹介。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/danj
o/miw/kilt.html

足立区

●L・フェスタ2022あだち～だれ一人、取り残さない社会を目指して～
日時：11月12日（土）13:00～17:00、11月13日（日）10:00～17:00
場所：エル・ソフィア
内容：女性への暴力防止啓発ダンス「Break the Chain」発表会
（11月12日（土）14:00～15:30）
ほか

●「Ｌ・フェスタ2022あだち」展示
日程：11月7日～13日
内容：SDGs・2030年に向けて知ろう！行動しよう！
・女性に対する暴力をなくす運動啓発
・Purple Ribbon Action2022 in あだち
・足立区の男女共同参画と性の多様性の取り組み
場所：エル・ソフィア1階ロビー

●区内図書館等（16か所）にてＤＶに関するパネル展示を実施（11月12日～30日）

https://www.city.adachi.tokyo.jp/sankaku/r4l-
festa.html

多摩市

※下記については運動期間外の実施となりますがＤＶに関連した講座となり
ます（１２月実施予定）
●講演会
・ＴＡＭＡ女性センター主催　
　動画を観て、考えよう―ＤＶ・デートＤＶなど、ジェンダーに基づく暴力
を手掛かりに―

●パネル展示
・ＳＴＯＰ！ＤＶ・児童虐待　～みんなで考えよう、Ｗリボン～

中央区
●DV防止講座：「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、講座の企画を行う予定。

●区内施設3か所の巡回と女性センター内にてパネルの展示を実施
●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したしおりを作成
し区内施設の窓口及び女性トイレに設置・配布

中野区

●11月16日（水）～11月23日（水）中野駅ガート下ギャラリー「夢通り」にて、DVに関
する説明パネル展を開催。
●12月8日（木）～12月13日（火）中野区産業振興センターにて、STAND Still東京と共催
で、「STAND Still 性暴力サバイバービジュアルボイス写真展」を開催
●中野区立中央図書館、中野東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、
カードの配付を実施

町田市 ●パネル展示（町田市役所イベントスタジオ、町田市民フォーラム）

東久留米市
●市SNSへの掲載
●市役所1階においてパネル展示を実施

https://www.city.higashikurume.lg.jp/topics/1021
254.html

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
●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

https://twitter.com/hm_city_danjo

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/danjo/miw/kilt.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/danjo/miw/kilt.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/sankaku/r4l-festa.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/sankaku/r4l-festa.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/topics/1021254.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/topics/1021254.html
https://twitter.com/hm_city_danjo
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東大和市

●SNSへの掲載
●市役所来庁者駐車場フェンスに横断幕掲出（11/12～25）
●パネル展示（11/1～30 市役所１階）
　　　　　　（11/12～25 イトーヨーカ堂東大和店情報発信コーナー）

日野市
●DV防止・啓発パネル展の実施　
令和4年11月12日（土曜日）から11月25日（金曜日）
多摩平の森ふれあい館1階(日野市多摩平2-9)

https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/danjo/danjo/
1022108.html

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
●生涯学習センター図書館においてテーマ展を実施
●JR八王子駅前河川情報表示板においてDV防止のための啓発記事を掲載
●外国人向け情報紙「Ginkgo」11月号にてDV防止のための啓発記事を掲載
●市のSNS等において性暴力救援センター東京の周知記事を掲載

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/shimin
/003/001/p028118.html

板橋区
●11月21日～25日　区役所本庁舎１階　アウェアネスリボンキャンペーン　
パネル展示　リボン配布

板橋区

●区役所内展示スペースにて各種リボン（パープルリボン、オレンジリボン、レインボー
リボン、ピンクリボン、レッドリボン）の配布及び啓発展示を行う「アウェアネスリボン
フェア」を開催
●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・パンフレットの配布

府中市 ●講座「アドラー心理学からみる課題の分離ってなに？」

●パネル展示「女性と人権」
●パープルバルーンの展示
●図書の特集コーナーの設置
●メール配信、ちらしなどで広報

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/bunka/bunkacen
ter/wcenter/bouryoku2021.html

文京区
●犯罪被害者相談会
日時：11月25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

●暴力撤廃を呼びかけるメッセージ動画を上映（11月25日～12月10日、文京シビックセン
ター）
●文京区HPに、メッセージ動画を公開
●暴力防止啓発パネル展示（11月25日）（文京シビックセンター及び文京区男女平等セン
ター）
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/啓発品の配布

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/jinken/d
anjo/dv2/dv.html

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）

●スペースゆう（北区男女共同参画活動拠点施設）及び北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
●スペースゆう（北区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

https://www.city.kita.tokyo.jp/tayosei/dv-kouza-
r04.html

墨田区
●区公式Facebook・Twitterへの掲載
●受付窓口のパープルリボンによる装飾
●パープルリボンパネル展示

https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/jinken_d
anzyo/danzyo/bouryokubokumetu.html

目黒区 ●11月20日女性のための護身術講座 ●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

立川市

●女性に対する暴力をなくす運動
パネル展示日時：11月15日～11月20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

https://www.city.tachikawa.lg.jp/danjo/r4bouryok
unakusu.html
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練馬区

●オンライン講演会「身近にもある＃metoo、私たちにできることは」　日
時：11月26日（土）14時～15時30分
こころのケア講座「コロナ禍でのＤＶ・モラハラ」　日時：11月23日（水・
祝）14時～15時15分 場所：男女共同参画センター

●練馬庁舎内にてパネル展「女性への暴力をなくすために」を開催（ＤＶおよび性暴力防
止啓発パネルの展示）
●男女共同参画センターにてパネル展を開催（十文字学園女子大学学生作成のデートＤＶ
防止啓発パネルの展示）

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keihatsu/
jinkendanjo/danjokyodosankakuoen/harasument
o/corner0202.html

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：テーマポスター等の掲示、相談窓口記載のリーフレット等の配布。「児童虐待防
止推進月間啓発展示」と同時開催。
・期間：１１月１日～１１月３０日
・場所：伊勢原市役所１階市民ホール

横浜市
●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12日

●横浜市
・区役所でのＤＶ防止啓発パネル展示
・市LINE公式アカウントやTwitter広報課アカウント等でデートＤＶ防止啓発等について情
報を発信
・若い世代へのデートＤＶ防止啓発画像・動画をデジタルサイネージへ掲出（市庁舎・み
なとみらい線ホームドア：11月１日～30日、ＪＲ新横浜駅２号通路：11月７日～12月６
日）
・若い世代へのデートＤＶ防止啓発についてInstagram広告を配信：11月12日～25日
●男女共同参画センター横浜
・啓発しおりの配布（イラストレーター惣田紗希さんによる書下ろしイラストとメッセー
ジを配したしおり）：10月13日～11月末
●男女共同参画センター横浜南
・パープルリボンツリーの展示：11月1日～11月末
●男女共同参画センター横浜・横浜南・横浜北（３館）
・関連図書展示：10月中旬～11月末
・DV防止啓発パープルリボン等の配布：10月末～11月末

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-
info/seisaku/torikumi/danjo/danjoshien/dv.html

海老名市
●パネル展示（11月12日～25日、市役所1階エントランスホール）
●駅前デジタルサイネージPR映像放送（11月1日～14日、海老名駅自由通路）

https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kyodo
/danjo/index.html

鎌倉市

●11月12日（土）大船観音寺にて観音像のパープル・ライトアップを実施し
ます。この時間帯に、JR大船駅西口・東口にて担当職員及び女性相談員によ
る「啓発チラシ・市の女性相談カード・パープルリボン」を配付し啓発活動
を行います。

●11月14日（月）～11月28日（月）、市役所本庁舎１階ロビーにて「性暴力サバイバービ
ジュアルボイスプロジェクト」の写真の展示を行います。

寒川町
●ＤＶ防止についての図書展示、パンフレット及びチラシの配架、ポスターの掲示を寒川
総合図書館にて行う。

小田原市 ●DV防止啓発パネル展（11月11日から25日）
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipal
ity/peace/human/danjyo/event/p19010.html

神奈川県

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keihatsu/jinkendanjo/danjokyodosankakuoen/harasumento/corner0202.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keihatsu/jinkendanjo/danjokyodosankakuoen/harasumento/corner0202.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keihatsu/jinkendanjo/danjokyodosankakuoen/harasumento/corner0202.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/danjo/danjoshien/dv.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/danjo/danjoshien/dv.html
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kyodo/danjo/index.html
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kyodo/danjo/index.html
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/peace/human/danjyo/event/p19010.html
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/peace/human/danjyo/event/p19010.html
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川崎市

●「非平和展」開催
日時：11月12日(土）～12月11日(日）
場所：川崎市平和館　平和の広場
内容：パネル展示（貧困、人身売買、ＤＶなど、女性の直面するさまざまな
非平和を切り取った写真）及び関連イベント　映画上映会1回　11月19日(土)
予定
●夫・恋人などパートナーとの関係で悩む女性のための居場所
　‐ひだまりスポット‐開催　
日時：11月20日(日)13:00～15:00
場所：川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）
テーマ：「傷つき体験の影響」
●DV防止・被害者支援基本計画研修（※職員向け研修）
内容：『～当事者から学ぶ～誤解されやすい発達障がいとDV被害について』
日時：令和4年１1月21日（月）14時～
会場：川崎市役所第3庁舎15階会議室

●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）
●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7日～13日）
・川崎駅アゼリアビジョン(10月14日～20日)※期間外
・ＪＲ川崎駅北口通路（11月1日～11月30日）
・カルッツ川崎（11月1日～11月30日）
・川崎市公式Twitter（暴力をなくす運動期間にツイート）
・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（11月1日（一部10月1日）～3月31日）
・川崎駅前広告塔（11月1日～3月31日）

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000101
504.html
https://www.youtube.com/watch?v=oacEXKIPrD
8

相模原市 ●デートＤＶ防止講座の開催（市男女共同参画推進センター）
●横断幕の掲出
●広報紙、ＦＭラジオ、ＨＰ、地域情報紙、電子掲示板を活用した広報
●公用車への啓発用マグネットシート貼付

https://www.soleilsagami.jp/j/category/eventgui
de/

厚木市

🔴🔴第76回あつぎ鮎まつり
開催日：11月5日（土）
🔴🔴にぎわい爆発！あつぎ国際大道芸
開催日：11月12日（土）、13日（日）
厚木市オリジナルのオレンジ・パープルリボンをあしらったあゆコロちゃん
デザインの缶バッチの作成、配布。

●オレンジ・パープルリボンツリー展示
●啓発物品（マスクケース、ポケットティッシュ）、チラシ及びクイズの配布
●月間特集として、関係図書の展示
●デジタルサイネージ（電子看板）等に掲出

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kate
isodanka/1/33844.html

○

●新潟県女性センター講座　デジタル性暴力を知る～SNSでの性被害をなく
すために～
（日時）11月３日（木・祝）13：30～15：30
（会場）新潟県女性センター（新潟ユニゾンプラザ内）
（講師）内田絵梨さん（NPO法人ぱっぷす相談支援員）

●女性に対する暴力をなくす運動にかかる周知・広報展示
（期間）11月12日（土）～11月18日（金）
（会場）新潟ユニゾンプラザ　イベント広場
※共同展示：公益財団法人にいがた被害者支援センター
●地元新聞での広報
「県からのお知らせ」11月13日（日）掲載

https://npwf.jp/wp-
content/uploads/5e7f60fc8697b413055c8f276c53f
cc6-1.pdf

佐渡市
●市公式ＳＮＳへの掲載
●佐渡中央図書館と連携して、「女性に対する暴力をなくす運動」関連の特設コーナーを
設置

https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2026/42
608.html

糸魚川市 ●SDGｓカードゲームで楽しく考える男女共同参画ワークショップ
上越市 ●地域FM放送での広報（１１／８）

新潟市
●パープルリボンツリーおよび啓発ポスターのパネルを市役所・区役所に設置
●女子プロサッカーチームとの連携による啓発活動

○

●ＤＶ防止啓発講座
「デジタル性暴力　～性の商品化とポルノ被害～」
講師：金尻カズナ 氏（ＮＰＯ法人ぱっぷす理事長）
日時：2022年11月29日（火）13：30～15：00
場所：富山県民共生センター サンフォルテ

●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
●ＤＶ啓発パネルの展示
●ＤＶ関連図書の展示

https://www.pref.toyama.jp/120102/kurashi/sou
danshisetsu/madoguchi/joseisoudan/kj00005916
/index.html

新潟県

富山県

https://www.soleilsagami.jp/j/category/eventguide/
https://www.soleilsagami.jp/j/category/eventguide/
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kateisodanka/1/33844.html
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kateisodanka/1/33844.html
https://npwf.jp/wp-content/uploads/5e7f60fc8697b413055c8f276c53fcc6-1.pdf
https://npwf.jp/wp-content/uploads/5e7f60fc8697b413055c8f276c53fcc6-1.pdf
https://npwf.jp/wp-content/uploads/5e7f60fc8697b413055c8f276c53fcc6-1.pdf
https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2026/42608.html
https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2026/42608.html
https://www.pref.toyama.jp/120102/kurashi/soudanshisetsu/madoguchi/joseisoudan/kj00005916/index.html
https://www.pref.toyama.jp/120102/kurashi/soudanshisetsu/madoguchi/joseisoudan/kj00005916/index.html
https://www.pref.toyama.jp/120102/kurashi/soudanshisetsu/madoguchi/joseisoudan/kj00005916/index.html
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高岡市

●パネル・ポスター等を市役所本庁およびウイング・ウイング高岡に展示
●ケーブルテレビでの周知・啓発
●デジタルサイネージでの周知（市役所本庁舎、高岡中央駐車場）
●パープルリボンの展示（市役所本庁舎、ウイング・ウイング高岡、男女平等推進セン
ターサロン）

射水市
●市庁舎内でDV防止啓発パネルを展示
●市内商業施設2か所で街頭啓発（DV防止啓発ティッシュ配布）
●看板の掲示（あいの風とやま鉄道小杉駅前広告塔）

富山市

●「配偶者・パートナーからの暴力　DV土曜特別相談」
日時：１１月１９日（土）１０：００～１８：１５
場所：富山市男女共同参画推進センター
●「弁護士による夫婦・男女に関する法律相談」
日時：１１月１８日（金）１３：３０～１６：３０
場所：富山市男女共同参画推進センター
●「図書ミニ展示」
日時：１１月１６日（水）～１２月１９日（月）
場所：とやま駅南図書館

●「DV防止啓発パネル・ポスター及びパンフレット等の展示」
日時：１１月１４日（月）～２５日（金）１０：００～１８：００
場所：ＣｉＣビル３階　交流広場

○

●女性等に対する暴力をなくすためのシンポジウム
　日時：11/26　13:30～16:00
　場所：石川県女性センター（またはオンライン）
　内容：(1)講演（講師：シオリーヌ（大貫詩織）氏）
   　      (2)対談（対談者：シオリーヌ氏、県内大学生２名）
  ※「いしかわパープルリボンキャンペーン2022」の１つとして実施

いしかわパープルリボンキャンペーン2022　期間：11/1～30
●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置
　期間11/1～30　場所：石川県庁、石川県立図書館（11日まで）、石川県女性センター
●街頭キャンペーン
　日時：11/6（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）
●メディアを利用した広報
  （県公式SNS、県HP、新聞・テレビ・ラジオにおける県広報枠、県庁舎電光掲示板、庁
内放送）
●パネル展示
　期間：12/7～23
　内容：パネル、メッセージカード、「いしかわパープルリボンキャンペーン」の実施内
容の展示

https://www.pref.ishikawa.lg.jp//danjo/purplerib
bon/r4purple.html

加賀市
●街頭キャンペーンの実施　１１月２７日（日）11：00～アビオシティ・加
賀、12：00～イオン加賀の里店

●庁舎1階に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）

かほく市
●啓発グッズの配布
●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置
　期間：11月1日～30日、場所：宇ノ気生涯学習センター

石川県

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/purpleribbon/r4purple.html
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/purpleribbon/r4purple.html
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金沢市

●ゴスペルコンサート
「ゴスペルコンサート～当事者の心の叫びを歌声にのせて～」
日時　11月5日(土)13：30～15：30
場所　石川県女性センターホール
　（市民団体との協働事業）

●オンライン講演会
「DV加害の心理と更生プログラムを知る～加害者は、どこまで変われるか
～」
・ライブ配信　11月2日(水)15時～16時30分
・アーカイブ配信　11月9日(水)9時～30日（水）21時
講師　草柳　和之　氏

●パネル展
金沢市役所　11月１日～11月18日
城北児童会館　11月1日～30日

●SNS広告、市公式YouTube動画配信
若年層向けデートDV防止啓発動画

●市役所庁舎前デジタルサイネージ啓発

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasag
asu/divercityjinkenseisakuka/gyomuannai/4/2/11
11/18237.html

志賀町

●啓発イベントの実施
日時　11月3日（木・祝）
場所　志賀町文化ホール
内容
・志賀町文化祭にて、志賀町男女共同参画推進員と県の推進員が共に啓発イ
ベントを実施
・啓発ポスターの掲示
・チラシ・グッズ等の配布　
※400人を予定

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置（期間：11/3～11/25、場所：志賀町
文化ホール）
●啓発ポスターの掲示（志賀図書館）

七尾市

●図書館・コミュニティセンターに、リーフレット・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

●ケーブルテレビ（文字放送）による広報
●DV撲滅ポスターの掲示（市役所など）

珠洲市

●ケーブルテレビによる文字放送
●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４日～３０日
場所　ラポルトすず

小松市
●街頭キャンペーンの実施　１１月１３日（日）10：30～11：30　イオン
モール新小松　（オレンジリボンキャンペーンとの合同実施）

川北町
●11/３町文化祭にてパープルリボンキャンペーン（啓発活動）
●11/3～11/30パープルリボンツリーの設置

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）
●町SNSによる広報

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：11/1～11/30、場所：役場庁
舎1階）

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

●パープルリボンツリー・メッセージカード記入呼び掛け

能美市
●街頭キャンペーンの実施（マルエー根上店、辰口丘陵公園）
●乳幼児健診受付時に啓発ティッシュとチラシを配布
●市内3カ所にパープルリボンツリーとメッセージカードを設置

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/divercityjinkenseisakuka/gyomuannai/4/2/1111/18237.html
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/divercityjinkenseisakuka/gyomuannai/4/2/1111/18237.html
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白山市
●街頭キャンペーン
日時：１０月３０日（日）１０：００～
場所：イオンモール白山

●パネル展示
期間：１１月１０日～１２月１４日
場所：松任図書館、美川図書館、鶴来図書館、かわち図書館

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26日10:00~11:30
場所：町民センターアステラス
内容：「魔法のことば『ありがとう、ごくろうさま』」
講師：新木　順子氏

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置等
期間：11月3日～11月30日
場所：町生涯学習センター　さくらドーム21
●パネル展示の実施と宝達志水町町民意識調査概要版の展示
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
●Facebookで文化祭での推進員による啓発活動の記事を掲載

野々市市
●パネル展の実施
市役所：11月１日～10日
市民活動センター：11月11日～30日

https://www.city.nonoichi.lg.jp/site/genderless/

福井県 ○
●街頭啓発キャンペーン（児童虐待防止啓発と同時実施）
　日時：１１月１日（火）７：３０
　場所：福井駅西口広場

●パネル展の実施
●DV防止啓発オリジナルトイレットペーパーの設置（児童虐待防止啓発と同時実施）

○

●甲府市と連携した街頭啓発の実施（甲府駅前、11/11）
●ＤＶ防止啓発講演会（11/27）
●教職員向けデートDV防止研修会（11/15、29）
●企画展示（山梨県立図書館・11/11～25、男女共同参画推進センターぴゅあ
総合・11/8～30、ぴゅあ峡南・11/10~11/30、ぴゅあ富士・11/15~11/30）

●ＤＶ相談促進動画の公開及び広告動画の運用（広告動画は11月中より1ヶ月間）
●パープルリボン募集
●ＤＶ被害者への支援物資募集

https://www.pref.yamanashi.jp/danjo-
kyosei/31445086524.html

甲府市

●11/1　街頭啓発活動
（パープルライトアップされた武田信玄公像付近でパンフレット配布と呼びかけを行いま
す。）
●11/12～25パープルリボン運動・パネル展
（甲府市役所本庁舎1階にパープルリボンツリーを設置し、賛同者にDV防止のシンボルで
あるパープルリボンをかけて頂く運動やパネル展を開催します。）

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/danjo/20171
018dv.htm

甲州市
●パープルリボンツリーの設置
●パネル展示

甲斐市 ●市内中学校を対象としたデートDV講演会（11/29）
南アルプス市 ●図書館において、関連図書特設コーナーを設置

○

● 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：令和４年11月12日（土）13:30～15:30
講師：太田　啓子さん（弁護士）
主催：長野県男女共同参画センター

●県警ホームページへの掲載
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/kod
omojosei/index.html

安曇野市
●パネル展示
●関連図書紹介

https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/5/82
829.html

岡谷市

●女性に対する暴力をなくす運動啓発パネル展
　日程：11月17日～11月30日
　場所：岡谷市イルフプラザ内 カルチャーセンター
　※子どもたちが描いた男女共同参画社会づくりポスター作品展示と同時開催

山梨県

長野県

https://www.city.nonoichi.lg.jp/site/genderless/
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/danjo/20171018dv.htm
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/danjo/20171018dv.htm
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/kodomojosei/index.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/kodomojosei/index.html
https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/5/82829.html
https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/5/82829.html
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御代田町

●男女共同参画講演会
日時：11月18日（18：30から20：00）
場所：エコールみよた　あつもりホール
内容：男女共同参画、女性活躍

佐久市 ●SNSやFMでの周知

松川町
●男女共同参画講座 ●SNS発信

https://www.town.matsukawa.lg.jp/soshikikarasa
gasu/shogaigakushuka/kyodosankaku/8682.html

中野市
●パネル展示
●パープルリボンの配布

長野市
●市広報誌に啓発記事の掲載
●「パープルリボン　ハートフルコンサート」の開催

https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/jinke
n-danjo/717968.html

東御市 ●地域コミュニティFMでの広報

○

●商業施設2か所において啓発展示を実施
（ポスター及びDVに関する具体例の掲示、啓発品（ボールペン等）を配置）
　１．マーサ21　東館南口前
　　　令和4年11月14日（月）～25日（金）
　２．イオン柳津店　1階東側エスカレーター横
　　　令和4年11月14日（月）～25日（金）
●岐阜県図書館においてミニ展示を実施
（ポスターの掲示、女性の人権尊重に関する書籍の展示）
　岐阜県図書館　1階閲覧室
　令和4年11月12日（土）～24日（木）
●ラジオ広報（シティエフエムぎふ）

岐阜市
●ワーク・ライフ・バランスの日・女性に対する暴力をなくす運動関連図書展示　図書館
分館　１１月１１日～１１月１９日

郡上市 ●市内ケーブルテレビ（文字・データ放送）による広報（児童虐待防止とあわせて実施）

高山市 ●公共施設（図書館）に予防啓発等に関連したパネル及び書籍の展示（11/4-12/5）

山県市
●市内のスーパーで、当市の観光親善大使キャラクターと一緒に啓発物品を
配布

多治見市
●図書館、市民活動交流支援センターぽると多治見、市役所駅北庁舎において、啓発展示
を実施（11/12～11/25）

大垣市
●イオンモール大垣にて相談窓口リーフレットと啓発物品を配布（11月15日
（火））

●男女共同参画センターにおいてパネル展示を実施

中津川市
●街頭啓発：11月15日（火）10：00～12：00　児童虐待防止推進と合わせてルビットタウ
ン中津川店入口にて啓発物品を配布。

養老町
●福祉部局・民生児童委員と共同で、町内スーパーにおいて利用者に対して啓発物品の配
布を実施予定。

輪之内町 ●町内ショッピングセンターの店頭にて啓発チラシ等の配布

○
●性暴力被害者のための支援者養成研修会（10月22日、11月5日、11月26
日）

●横断幕の掲示（静岡市と合同、静岡市庁舎）
●県庁内ギャラリーでの啓発展示
●県公式SNSでの啓発広報

https://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-
150/r4/purple.html

清水町 ●運動期間中、役場１階住民ホールにて、啓発物品を展示する。
袋井市 ●庁舎内における行政モニターでの広報

岐阜県

静岡県

https://www.town.matsukawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shogaigakushuka/kyodosankaku/8682.html
https://www.town.matsukawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shogaigakushuka/kyodosankaku/8682.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/jinken-danjo/717968.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/jinken-danjo/717968.html
https://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-150/r4/purple.html
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藤枝市
●歩道橋に横断幕の掲揚
●市内中学3年生へ、啓発グッズの配布

三島市
●市公式SNS（LINE、Facebook、Twitter）による広報
●街頭にて啓発チラシの配布

掛川市 ●庁舎内における行政モニターでの広報

湖西市
●市立図書館でのパネル展示
●市内公共施設での懸垂幕・のぼり旗の設置

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran
/shiminka/kyodo/2_1/events/10598.html

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SNSへの掲載

焼津市 ●市公式LINEでの広報
https://www.city.yaizu.lg.jp/kyosei/boryokunakus
u.html

森町 ●町公式LINEでの広報

静岡市 ●駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーションを活用した啓発

●DV防止啓発企画展の実施
●ダブルリボンキャンぺーンDV・児童虐待防止2022
●職員用名札による「児童虐待防止推進月間」「女性に対する暴力をなくす運動期間」の
PR

https://www.city.shizuoka.lg.jp/003_000070.html

長泉町
●町民図書館入口の男女共同参画情報コーナーにて関連図書の紹介
●生涯学習だよりへの掲載

磐田市 ●啓発のための庁内展示、市内店舗・公共施設にて相談窓口紹介のカード配架

浜松市

●市役所本館１階ロビーにおける啓発パネル展開催、啓発ティッシュ配布
●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）
●バス車内の電光掲示板による情報発信
●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/dv
boushi/dvsyukan.html

富士市
●SNSへの掲載
●富士川サービスエリアの大観覧車Fuji Sky Viewをパープルに点灯
●街頭にて啓発チラシの配布

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

○

●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（11/1～11/30)
●YouTube「愛知県警察公式チャンネル」、ツイッター「愛知県警察あんあん情報（公
式）」への掲載

あま市
11/11（金）～11/25（金）
●パネル展示（あま市役所甚目寺庁舎１階ロビー）

https://www.city.ama.aichi.jp/shisei/jinkenn/100
2783/1007927/1007933.html

安城市 ●市デジタルサイネージ掲載
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukur
i/siminkatudo/danjyo/2018dv.html

春日井市 ●市の男女共同参画月間に合わせ、公共施設でパネル展示
瀬戸市 ●パネル展示

大府市

●ＤＶシンポジウム「性暴力ゼロを目指して～すべての人がしあわせに～」
日時：令和4年11月23日（水・祝）午前10時から正午
場所：ミューいしがせ、参加無料、事前申込制、
申込先電話：0562-48-0588

http://www.medias.ne.jp/~misigase/dvsinpo.html

知多市 ●男女共同参画センターにて、啓発パネルの展示。
東海市 ●デジタル案内板での配信（11/1～30）

愛知県
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東郷町
●役場庁舎内におけるDVに関するパネルの展示
●DVに関するパネルの展示及びクイズによる啓発（11/13文化産業まつり）
●町公式インスタグラムでの啓発

日進市 ●市の図書館でDV防止啓発パネルの展示。

半田市 ●DVに関する講演会の開催（１１月４日） ●ＤＶに関するパネル展示の実施（１１月１日～１１月30日）
https://www.city.handa.lg.jp/kosodateshien/dvke
ihatsu.html

尾張旭市 ●市役所ロビーにて、パープルリボン啓発展示を実施。

豊橋市
●街頭啓発（DV相談窓口案内が入ったポケットティッシュを配布）　日時：
11/16（水）16：00～17：00頃　場所：豊橋駅東口駅前広場周辺（ペデキト
リアンデッキ周辺）

●豊橋市中央図書館展示　日時：11/12（土）～25（金）
●パープルリボンとオレンジリボンのセットを市職員、関係機関へ配布

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。
●北名古屋市におけるＤＶの現状をまとめた資料の展示

名古屋市
●男女平等参画推進センター（イーブルなごや）における啓発事業
●オレンジリボンとのコラボツリーの設置（市役所内4か所）

○

●女性に対する暴力防止セミナー「加害者は変われるのか」
日時：11月5日（土）13時30分
会場：三重県生涯学習センター　２階　視聴覚室
講師：斉藤　章佳さん（大船榎本クリニック精神保健福祉部長）
●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14日）
●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
●県内全域のフリーペーパーへの記事掲載
●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/sponsor/detail/42331

鈴鹿市

●鈴鹿市男女共同参画センター内でパープルリボンポストツリーの展示
●ジェフリーすずかホームページでの周知
●SUZUKA女性活躍推進フォーラムでの啓発活動
●市内高校等の文化祭でのパネル展示

SUZUKA女性活躍推進フォーラム
https://www.city.suzuka.lg.jp/danjo/event/#event
000043
ジェフリーすずかホームページ
https://www.city.suzuka.lg.jp/danjo/

伊賀市
●参加型パネル展示
　「知ろう！作ろう！パープルリボン」

伊勢市 ●啓発パネル展示（市役所庁舎）
亀山市 ●パネル展示

熊野市

●パープルリボンくまの（協働実施の市民グループ）主催イベント
・常設展示「くまのに暮らす女性たちの展覧会」
・絵手紙教室　11/16（水）10時～
・映画上映会　11/17（木）10時～、11/22（火）13時～
・講演会オンデマンド視聴会　11/23（水）10時～　ほか

●啓発パネル展示

桑名市

●啓発展示・関連図書特集
・桑名市立中央図書館　令和4年10月27日～11月29日
・ふるさと多度文学館　令和4年10月27日～11月29日
・長島輪中図書館　令和4年11月1日～11月29日
●三重県内男女共同参画連携映画祭にて啓発展示
イオンシネマ桑名　令和4年11月中旬～11月26日

四日市市 ●講演会「児童虐待とＤＶ」を開催
●シー・ティー・ワイ　エフエム「マンスリーよっかいち」にて啓発
●センター情報紙「はもりあだより」にて啓発
●センターにて啓発パネル展示

志摩市 ●パープルリボンパネル展（パネル4枚の展示および啓発冊子の配布）

三重県

https://www.city.handa.lg.jp/kosodateshien/dvkeihatsu.html
https://www.city.handa.lg.jp/kosodateshien/dvkeihatsu.html
https://www.center-mie.or.jp/frente/event/sponsor/detail/42331
https://www.center-mie.or.jp/frente/event/sponsor/detail/42331


※市町村欄が「○」のものは都道府県
都道府県 市区町村 イベント（シンポジウムや講座等）の啓発活動 その他の取組（パネル展示やSNSによる広報等） 関連URL

令和４年度「女性に対する暴力をなくす運動」　全国の主な広報啓発イベントの予定（パープル・ライトアップを除く）【R4.11.1時点】
※ここに記載のあるもののほか、ポスター掲示やパープルリボンの着用、広報誌・HPによる広報等を幅広く実施

松阪市
●パネル展示
●市フェイスブック等の掲載
●各施設等の窓口にポケットティッシュ・パンフレットの設置

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/jinken/d
anjo1101.html

鳥羽市 ●図書館へ関連図書を集めた特設コーナーを設置

東員町
●パープルリボン＆オレンジリボンツリーの設置　日時：１１月１１日
（金）～２８日（月）　場所：東員駅

名張市 ●11/10（木）市内高等学校、高等専門学校前での街頭啓発
●パネル展示
11/11（金）～22日（火）　市役所1階証明コーナー前
11/24（木）～12/7（水）　やなせ宿

https://www.city.nabari.lg.jp/s021/030/20161110
112133.html

○

●オレンジリボン・パープルリボンキャンペーン
場所：草津駅
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。

●男女共同参画センター所内におけるのぼり旗による啓発。
●図書館連携（県内図書館、大学・高等学校図書室）を実施し、各図書館でのポスター展
示とともに、関連書籍を紹介。
●県庁庁舎へ啓発横断幕を設置。

https://www.pref.shiga.lg/c/g-net

長浜市

●女性の悩み相談（通常）
日時：毎月第１木曜日　10：00～13：00
　　　　　　　第３土曜日　13：00～16：00
場所：長浜市民交流センター

栗東市

●パープルリボン啓発運動
　日時：11月11日10：00～11:00
　場所：フレンドマート栗東店
　内容：啓発グッズ（パープルリボン等）を配布。

●電光掲示板による広報（11/12～25）
●人権いろいろ相談　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

https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/shiminzaisei/ji
chishinko/gyoumu/danjyokyoudousankaku/8259.
html

湖南市

●庁内LAN掲示板への掲載（11/12～11/25）
●モニター広告
●女性の悩み相談（通常）11/17（木）、11/24（木）前日までに要予約（市内在住・在勤
の女性）14：30～16：30

甲賀市 ●男女の悩みごと相談窓口（月・金　9:00～16:00） https://www.city.koka.lg.jp/3814.htm

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
●庁内LAN掲示板への掲載（11/11～11/25）
●有線放送（11/11～11/25）
●庁舎内におけるコミュニティビジョンでの広報（11/11～11/25）

草津市 ●12月3日　男女共同参画・女性活躍推進フォーラムでの啓発
●市役所内で期間中啓発アナウンス
●男女共同参画センター内で啓発パネルおよびパープルリボンツリーの設置

https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/jinken
/danjosankaku/index.html

大津市 ●現役警察官による護身術講座
●女性に対する暴力をなくす運動に関するブックフェア
●京阪電車へ広告の掲出

東近江市
●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

彦根市

●パープルリボン啓発運動
　日時：11月14日18：00～18:30
　場所：彦根駅前
　内容：啓発グッズ（パープルリボンバッジ等）を配布。

●市役所本庁でのパネル展示。
●ちらし・ポスターを作成し、市の関連施設に配布、設置。
●FMひこね放送

https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mi
rai/4/kosodateshien_oshirase/21065.html

滋賀県
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○
●DV被害者支援シンポジウム（京都市と共催）日時：12月7日14:00~15:30、
場所：京都リサーチパーク西地区4号館2階ルーム2

●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

https://www.pref.kyoto.jp/josei/news/dv-
purpleribbon2022.html

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8日14：00～16：00、場所：宇治市役所
内容：子どもの笑顔のためにDVや児童虐待防止について家族や地域でできる
ことを考える
●自分を愛する力を取り戻すための「トラウマ・ケア」
日時：11月1日、15日、29日10：00～12：00
内容：過去の暴力によってトラウマを抱えている女性のための読書会

●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」）
●オレンジ・パープルマルシェ
日時：11月6日10：00～15：00、場所：JR宇治駅前広場（ゆめりあ うじ前）

https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/68/33261.ht
ml

亀岡市

●亀岡市男女共同参画講座「ゆう・あいセミナー　DV防止啓発講座」
　テーマ：DVと性暴力には共通項がある～防止・根絶のために知っておくべ
きこと～
　日時：１２月２日（金）１３時３０分～１５時３０分
　場所：ガレリアかめおか　２階大広間

●パープルリボンメッセージ展（ゆう・あいフォーラム２０２２）
　日時：１１月２０日（日）１０時～１５時
　場所：ガレリアかめおか　１階ロビーギャラリー

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/10/14
036.html

久御山町
●「STOP！DV　あなたやあなたの大切な人のために」（パネル展示）11月11日～11月25
日に久御山町役場１階ロビーで開催

京田辺市
●啓発講演会、日時：11月25日（金）午後２時～３時３０分、場所：京田辺
市コミュニティホール、内容：パートナーとの関係、安心ですか？～今日か
らできる！心地よいコミュニケーションのコツ！～

●街頭啓発、日時：11月15日（火）午後６時～、場所：近鉄新田辺駅周辺
●パープルリボンツリー設置・啓発パネル展、日時：11月12日（土）～25日（金）、場
所：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

京都市

●ウィングス京都パープルリボン月間Update～変わる・変える暴力とわたし
たち～
（講演）今、ストーカー被害・加害にいかに向き合うか～意識のアップデー
トを目指して～
　　日時：１１月１９日(土) 午後１時３０ 分 ～午後４時３０ 分
（講座）私たちはいかに性暴力を語れるか　～男性の性暴力被害から見える
こと～
　　日時：１１月１２日(土) 午後２時～午後４時
●ＤＶ被害者支援シンポジウム（京都府と共催）
　　日時：１２月７日（水）午後２時～午後３時３０分

●パネル展示（ウィングス京都）
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/000030
4431.html

向日市
●DV啓発講座
●パープルリボン展

https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/event/16
63118861734.html

https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/soshiki/
hurusatosouseisuisinnbu/koutyoukyoudouka/1/5
/1506598797375.html

城陽市

●パープルリボンJOYO2022～私からつたえる、DV・デジタル性暴力のこと～
【作る】パープルリボンピンバッジ作り（七宝焼ワークショップ）
【体感する】こころとからだの安心感を育てよう（ボディワーク）
【語り合う】パートナーのその＜言葉と態度＞、悪いのはわたし？ー見えに
くい‘‘モラハラ’’の理解を深め合うー
【賛同する】＜暴力NO＞に賛同する パープルリボン・シンボル作品をつくる
一人になろう

●パープルリボンJOYO2022～私からつたえる、DV・デジタル性暴力のこと～
【見る・読む】「城陽には無縁の話・・・？？気づいて！あなたのすぐそばに・・・！」
（パネル展示・図書展示）
【知る】
DVの素朴なギモン展＠市ホームページhttps://www.city.joyo.kyoto.jp/0000006908.html
●城陽高等学校放送部制作 高校生が作る高校生のための「デートDV防止啓発CM」（公式
YouTube）
https://www.youtube.com/watch?v=ucDwjcYOtSg

https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000006908.html
https://www.youtube.com/watch?v=ucDwjcYOtS
g

京都府
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長岡京市

●パープル＆オレンジリボンプロジェクト2022
日時：11月11日（金）13時30分～15時30分
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：身近なところでDVが起こったら…　私たちにできることは？

●パープル＆オレンジリボンプロジェクト2022
日時：11月21日（月）13時30分～15時30分
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：虐待の淵を生き抜いて～人にもモノにも自分にもあたらない社会をめ
ざして～

●パープル＆オレンジリボンプロジェクト2022
　関連図書の展示（長岡京市立図書館及び長岡京市男女共同参画センター）

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000011885.ht
ml

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時～15時30分　場所：八幡人権・交流センター　大ホー
ル　内容：伝えていますか？自分の気持ち～アサーティブなコミュニケー
ション

舞鶴市

●映画鑑賞会＆ワークショップ
　日時：11月11日（金）9時30分から11時30分、
　　　　11月18日（金）9時30分から12時
　場所：舞鶴市男女共同参画センター「フレアス舞鶴」
　内容：DVや児童虐待をテーマとした映画の鑑賞及び意見交換

福知山市

○はばたきセミナー第２講座
日時：１１月２１日（月）１８：３０～２０：００
場所：福知山市民ホール
テーマ：「私のからだは私のもの～性のこと、自分で決めてる？」
内容：セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツについて

●街頭啓発
日時：１１月１４日（月）・２１日（月）１２：００～１３：００
場所：市内商業施設
内容：パープルリボン、啓発ノベルティの配布、街頭アンケート
●パネル展示
日時：１１月１２日～２５日
市内関係施設、各施設においてパープルリボン・ＤＶ防止展示
●女性相談（１１月１０日・２４日）
●女性法律相談（１１月３０日）
●男性のための電話相談（１１月９日）

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/6/507
48.html

木津川市
●パネル展示
●市内商業施設にて街頭啓発活動の実施

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000011885.html
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000011885.html
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○

ドーンセンターでのイベント
●パープルリボンオブジェ展示
・期間：令和4年11月11日（金曜日）から11月25日（金曜日）
・場所：ドーンセンター１階ロビー
●「女性に対する暴力をなくす運動」関連DVDの上映
・期間：令和4年11月11日（金曜日）から11月25日（金曜日）10時から17時
まで
・場所：ドーンセンター１階ロビー
※繰り返し上映
●情報ライブラリーテーマ展示
・期間：令和4年11月8日（火曜日）から11月27日（日曜日）
・場所：ドーンセンター２階情報ライブラリー
●「女性、少女たちの人権」パネル展
・期間：令和4年11月19日（土曜日）から11月27日（日曜日）
・場所：ドーンセンター1階ロビー
●「さんかくしおり」のプレゼント
・期間：令和4年11月8日（火曜日）から11月27日（日曜日）
・場所：ドーンセンター２階情報ライブラリー
●関連セミナー「女性に対する暴力をなくすために、男性とともに取り組
む」
・日時： 令和４年11月22日（火曜日） 18時から20時まで（受付17時30分
～）

https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/dv/purple_ev
ent.html

茨木市

パープルリボンキャンペーンを実施
●パープルライトアップ・パネル展示
日時　令和４年11月２日（水）～12月３日(土）
会場　男女共生センターローズＷＡＭ1階
●パープルリボン風船リレー（啓発パネルの掲示）
日時　令和４年11月12日（土）～25日（金）
会場：茨木市役所・豊川いのち・愛・ゆめセンター・総持寺いのち・愛・ゆ
めセンター・沢良宜いのち・愛・ゆめセンター

●市公用車（68台）に啓発用マグネットを掲出
日程　令和４年11月1日（火）～11月25日（金）
●市役所（本庁舎壁面）に懸垂幕を掲出
日程　令和４年11月1日（火）～11月25日（金）

河内長野市
●女性に対する暴力防止啓発パネル展示
●市立図書館にてDV関連図書の展示
●女性のための電話相談特設相談日

https://www.city.kawachinagano.lg.jp//soshiki/3
4/14243.html

河南町 ●町の広報紙による広報

岸和田市
●市民向けDV予防啓発講座R4.11.27「妻と夫のほどよい関係とは？」

●男女共同参画センター情報紙「クレアシオン」へ掲載
●「STOP！DV・デートDV！～女性への暴力防止・啓発パネル展～」（市役所11/4～
11/18、男女共同参画センター11/12～11/27）

熊取町 ●熊取図書館にて、関連図書の展示
高石市 ●市役所ロビーにて、パネル展「女性の人権」を実施。

大阪府

https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/dv/purple_event.html
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堺市

●「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
●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
●堺旧燈台のパープル・ライトアップ（11/12～25）
●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/shisei/jinken/danjok
yodosankaku/jigyoannai/undou/index.html

四條畷市

●「女性や子どもへの暴力をみんなでなくそう！パープル＆オレンジリボン
企画」
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30日。

https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/12/15
044.html

松原市
●セミナーを実施
「DVのない社会を作るために～知ることからはじめよう～」
(11/21 午後2時～　場所：松原市役所）

●パネル展を実施
(11/21 午前9時～11/22 午後4時30分　場所：松原市役所)
●Facebook等による広報

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：「性暴力をなくそう！～被害者は悪くない～」
　日程：11月１日(火)～11月30日(水)
●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：「痴漢は性暴力です！～痴漢をなくすためにできること～」
　日程：11月20日(日)午後１時30分から午後３時30分まで

●市役所本庁玄関付近において幟の設置による周知啓発
　　日程：11月12日(土)～11月25日(金)

吹田市

●児童虐待防止の取り組みと連携した「Ｗリボンプロジェクトinすいた
2022」の開催
・11月5日（土曜）児童部主催講座「解決！反抗期の子育て応援講座」
・11月16日（水曜）上映会「凍える鏡」
・11月26日（土曜）講演会「声を聴くことからはじまる～デジタル性暴力に
ついて考える～」
・11月27日（日曜）講座「男のモヤモヤととのえます～スキンシップにも使
える身体ケア～」

●ガンバ大阪と連携して選手の写真が載った啓発ポスターを作成
●センター内にWリボンオブジェを設置（児童虐待防止の取り組みと連携）

https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018573/
1018585/1018591/1018592/wrp2022.html

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/jigyoannai/undou/index.html
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/jigyoannai/undou/index.html
https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/12/15044.html
https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/12/15044.html
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018573/1018585/1018591/1018592/wrp2022.html
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018573/1018585/1018591/1018592/wrp2022.html
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摂津市
●11月19日（土）パープルリボン＆オレンジリボンセミナー「虐待は見守り
では防げない～対話力をつける～」を開催（児童虐待防止と連携）

●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、女性に対
する暴力や児童虐待防止に向けたメッセージコーナー及び啓発物の設置（セミナーちら
し、パープルリボン等）
●市庁舎での懸垂幕の設置及び敷地内ののぼりの設置（児童虐待防止と連携）
●パープルリボンオブジェやクリスマスリース、パープルリボンタペストリーを作製し、
男女共同参画センター内を装飾
●市オリジナルの「パープル＆オレンジダブルリボンバッジ」の販売（児童虐待防止と連
携）
●自分だけのインテリア雑貨づくり～パープルをワンポイントに～を開催

http://www.with-settsu.jp
https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/shichou
koushitsu/jinkenjoseiseisakuka/joseiseisaku/179
80.html

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
・「女性のカラダの困りごと（お話＆ヨガ）～生理痛・尿もれ・更年期のケ
ア～」11/12（土）午後1時～４時　
　　
●パープルリボンの小物づくり「帽子＆傘のブローチ」11/18（金）午後1時
～３時

●啓発ティッシュ等の配布
●市役所庁内放送による啓発（11/11～11/25)
●女性のための特設法律相談  3市3町（泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬
町）共催　11/18（金）泉南市立　市民交流センター　１階　相談室　13時～17時　無
料、予約制
●女性のための特設電話相談　11/30（水）　10時～12時・13時～15時　　専用ダイヤル
072-469-7402

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9日（金）まで）
市役所一階ロビーにおいて、昨年度募集をした女性への暴力をなくすための「ひとこと
メッセージ」の展示（11月21日（月）～30日（水））
●市役所庁舎屋上のデジタルサイネージを活用した啓発

https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushits
u/jinkenkurasi/tantougyoumu/danjo/purple.html

太子町
●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

大阪狭山市
●男女共同参画推進センター（きらっとぴあ）にて、DV情報提供講座「はじ
めのいっぽ」を開催（11/28、市役所南館）

●「女性に対する暴力をなくす運動」の啓発パネルの展示（11/11～11/25、市役所1階ロ
ビー）
●パープルリボンを作成し、来庁者へ配布（11/11～11/25、市役所1階ロビー）
●男女共同参画推進センター（きらっとぴあ）のボランティアと協力し、パープルフラ
ワーのリボン型オブジェを作成、展示
●Facebook等による広報
●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
●「女性のための相談」（定例）（11/7、8　13時～16時、11/19　9時30分～0時30分、
11/22　10時30分～13時30分、市役所南館）
●「女性弁護士による女性のための相談」（11/16　13時～16時）（市役所応接室）

http://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/si
minseikatsubu/shiminsoudanjinken/machidukuri/
danjyokyodosankaku/1542848361491.html

大阪市

●映画『サンドラの家』上映会＆解説トーク
　日時：11月26日13:00～
　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：シングルマザーの貧困やDVをテーマにした映画『サンドラの家』の
上映及び、ジャーナリスト・細見三英子さんによる映画の解説

●本庁舎、各区役所デジタルサイネージなどにおいて啓発動画放映
●本庁舎玄関ロビー　啓発展示11月12日～25日
●本庁舎内放送による啓発
●各区役所に啓発用のぼり・卓上のぼりを設置
●市SNSに掲載

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/000054
4271.html

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16日（水）午後4時～午後7時、19日
（土）午後1時～4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

https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/19/

http://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/siminseikatsubu/shiminsoudanjinken/machidukuri/danjyokyodosankaku/1542848361491.html
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/siminseikatsubu/shiminsoudanjinken/machidukuri/danjyokyodosankaku/1542848361491.html
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/siminseikatsubu/shiminsoudanjinken/machidukuri/danjyokyodosankaku/1542848361491.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000544271.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000544271.html
https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/19/
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池田市
●パネル展示　11月16日～25日　池田市役所１階ロビー
●パネル展示　11月11日～25日　池田市ダイバーシティセンター

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１３日（日））
＜講演＞「守ろう！女性と子どもを暴力から」
講師：国安澄江（くにやすすみえ）さん（ウィメンズセンター大阪スタッフ　
カウンセラー）

●【ギャラリー展示】１１月１２日（土）～２７日（日）
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についてのパネ
ル展示、「パープルツリーの設置　等

柏原市
●「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の上映（11月14日
～18日）
●特設電話相談の実施（11月14日（月）・11月25日（金）9時～16時）

八尾市

●ＦＭちゃおで放送（11月3日放送、11月17日再放送）
●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）
●公用車を活用した市民向け啓発マグネットシートの貼付
●女性のための特設法律相談　（要事前予約）
１１月11日（金）、21日（月）各日13：00～13：30・14：00～14：30・15：00～15：
30・16：00～16：30

富田林市
●講座「アンコンシャス・バイアスってなに？～子どもの可能性を広げるか
かわり方～」(11/19（土）午前10時～　場所：富田林市役所）

●女性のための特設電話相談　11/25（金）8時～20時　専用ダイヤル0721-23-0567
●市公式Facebook等による広報
●市のキャラクター「とっぴー」にパープルリボン着用

www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/19/46255.ht
ml

枚方市
●男女共生フロアだより、市SNS（LINE・Twitter・Facebook）、デジタルサイネージに
よる広報
●懸垂幕を設置（実施日時：令和4年11月8日～25日予定）

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000031940.ht
ml

箕面市

●女性に対する暴力防止講演会
「赤ちゃんはどうしてできるの？」って聞かれたら、どうする？～子どもに伝
えるための性教育のヒント～
日時：11月20日（日）午前10時～正午
講師：やなぎたに　和美さん（おやこひろば桜梅桃季）

●パネル展示
期間：11月12日（土）～11月25日（金）正午
展示場所：男女協働参画ルーム、小野原多世代地域交流センター、西南図書館、箕面市立
病院
●関連図書の展示・貸出
各市立図書館において「女性に対する暴力防止」に関連する図書の展示、貸出を行いま
す。
期間：11月12日（土）～11月25日（金）

https://www.city.minoh.lg.jp/danjyo/index.html

https://www.city.minoh.lg.jp/danjyo/keihatu/bou
ryokuboushi2013.html

淡路市

●パープルリボン運動
　日時：11月18日（金）　10時から12時
　場所：スーパーキンキ志筑本店
　内容：街頭によるDV啓発　（グッズ配布数　300個）

●啓発内容を淡路市公式SNSに掲載

たつの市
●庁舎前設置の大型電光掲示板にて「女性に対する暴力をなくす運動」につ
いて啓発を行う。

芦屋市 ●第72回ふれ愛シネサロン
　児童虐待防止推進月間・「女性に対する暴力をなくす運動」　　　啓発映
画会　映画「夕陽のあと」上映
　日時：11月５日（土）２回上映　
　　　　① 10：00～12：20　② 13：30～15：50

●内閣府作成のチラシ（女性に対する暴力をなくす運動啓発チラシ）及び芦屋市男女共同
参画センター通信「ウィザス」を市内全高校３年生に配布
●芦屋市男女共同参画センター通信「ウィザス」秋号（11月１日発行）にて若年層向けの
特集記事「中高生に知ってほしい！イマドキの恋愛トラブル」を掲載

https://www.city.ashiya.lg.jp/danjo/jyoseinitaisur
ubouryokukonzetu.html

兵庫県

http://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/19/46255.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/19/46255.html
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000031940.html
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000031940.html
https://www.city.ashiya.lg.jp/danjo/jyoseinitaisurubouryokukonzetu.html
https://www.city.ashiya.lg.jp/danjo/jyoseinitaisurubouryokukonzetu.html
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伊丹市

●「DV・デートDV啓発パネル展」男女共同参画センター：11/14日(月)～12/24(土)、イ
オンモール伊丹：11/14(月)～11/18(金)、スワンホール：12/7日(水)～12/15(木)、ラスタ
ホール：1/6(金)～1/13(金)
●「パープルリボンツリーキャンペーン・パープルリボンメッセージツリー展示」一言
メッセージ募集：11／1～11／25、展示：11／14～12／24 
●「オリジナルパープルリボンしおり配布」 
●公式ソーシャルメディアへの投稿」

https://itami-kokoiro.jp/

加古川市
●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」
の特集記事を掲載

加西市 ●地域交流センター（男女共同参画センター）施設内のウォールギャラリ展示

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
●児童虐待防止推進月間講演会にて啓発グッズ配布

https://www.city.kato.lg.jp

高砂市 ●「高砂市人権フェスティバル」にて啓発展示
日時：１２月３日（土）１３：００～１５：３０
場所：高砂市文化会館

三田市

●パープルリボンキャンペーン
パープルリボンツリーの設置。来庁者に「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
１１月８日から１１月１４日午前まで三田市役所

●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を設置
し、キャンペーン運動を啓発

三木市 ●女性に対する暴力をなくす運動期間パネル展示

宍粟市
●映画「スキャンダル」上映会　11月22日（火）３回上映
●イオン山崎店にて街頭ＤＶ啓発　啓発グッズ100セット配布

●パネル展示会　宍粟市役所本庁ロビー及び宍粟防災センター1階

小野市 ●講座開催「面前DVと子ども虐待～子どもを暴力から守るために～ ●図書コーナーにおいて図書の紹介

神戸市

●DV防止セミナー
「DV・虐待の影響と心のケア」
日時：11月19日（土）13時30分～15時30分
講師：田中　究
場所：あすてっぷKOBE

●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。
●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。
●株式会社イスズベーカリーとのコラボによるパンの作製
●神戸マラソンのランナーがオレンジ・パープルリボンキャンペーンデザインのリストバ
ンド(検温完了証明)を着用
●こうべ花時計の植栽（オレンジ・パープルW(ダブル)リボンデザイン）

https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/sod
an/orange_purple_campaign.html

西宮市

●【講演会】コロナ禍と女性への暴力～被害者によりそう取材をめざして
日時：11月19日（土）14時～16時
講師：乾　栄里子（徳島新聞社）
場所：西宮市男女共同参画センター　ウェーブ（高松町4-8　プレラにしのみ
や4階）

●男女共同参画センター内での企画展示（関連図書など）
https://www.nishi.or.jp/bunka/danjokyodosankak
u/kozaannai/20221119_DVboushi_.html

西脇市

●映画上映会「みらいえシネマ」
映画上映前にデートＤＶ啓発映像を上映
日時：11月23日（水・祝）午後２時～午後４時頃
場所：西脇市茜が丘複合施設Miraie　多目的ホール

https://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie/danjyokyo
dosankaku/dv/1510368197945.html

https://itami-kokoiro.jp/
https://www.city.kato.lg.jp/
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/sodan/orange_purple_campaign.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/sodan/orange_purple_campaign.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/sodan/orange_purple_campaign.html
https://www.nishi.or.jp/bunka/danjokyodosankaku/kozaannai/20221119_DVboushi_.html
https://www.nishi.or.jp/bunka/danjokyodosankaku/kozaannai/20221119_DVboushi_.html
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie/danjyokyodosankaku/dv/1510368197945.html
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie/danjyokyodosankaku/dv/1510368197945.html
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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（毎月実施の「カフェ・パレット」と連携）
　　11/10（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（ミニ講座あり）

【川西市】
●「人権デー」（毎月第3金曜日）に合わせた街頭啓発（啓発ティッシュの配布）

【川西市男女共同参画センター】
●パネルの掲示
　　センター（フリースペース）
●関連図書の展示・貸出し
　　センター（フリースペース）

https://gesca-kawanishi.jp/course/3792-2/

丹波市

●パープルリボンキャンペーン
期間：11月12日（土）～25（金）
場所：市民プラザ、氷上住民センター
内容：パープルリボンツリーの設置、手作りパープルリボンの配布、DVに関
する図書・資料の展示

●「第３回男女共同参画基礎講座」
　日時：11月23日（水・祝）13：30～15：30
　場所：市民プラザ
　テーマ：「みんなに知ってほしい　女性のからだと健康　～セクシャル・
リプロダクティブ・ヘルス/ライツとDV～」
　講師：高田昌代さん（神戸市看護大学教授）

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/jinken/r4-
purple.html

丹波篠山市
https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikar
asagasu/jinkensuishinka/kurashi_tetsuzuki/1/22
630.html

姫路市

（配偶者暴力相談支援センター）
●市ホームページ、庁内デジタルサイネージへの掲載
（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」を市窓口等に配置し、市民へ相談窓口を周知
●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

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

宝塚市

●DV防止関連図書の展示、SNSでの紹介
●パープルリボンカフェの開催（11/29日火曜日）
●パープルリボンの展示、配布

明石市 ●パネル展示

○

●「なら女性活躍推進倶楽部」会員企業と連携しイオンモール奈良登美ヶ丘
において啓発イベントを実施（11月12日）
●女性に対する暴力防止セミナー「NARAハートを知っていますか？～性暴力
被害の現状と相談者に寄り添う支援～」を開催（11月25日）

●「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
●県庁正面玄関での啓発展示（パネル展示、エレベーター外扉に啓発ラッピング）
●県デジタルサイネージでの啓発
日時：11月1日～25日
場所：県内４カ所で放映
●「女性に対する暴力をなくす運動」に関するパネル展示
●奈良県女性センターが募集したメッセージカードで形取ったパープルリボンの掲示。

https://www.pref.nara.jp/33085.htm

奈良県

https://gesca-kawanishi.jp/course/3792-2/
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/jinken/r4-purple.html
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/jinken/r4-purple.html
https://hyogo-even.jp/sankaunews
https://www.pref.nara.jp/33085.htm
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生駒市 ●講座：イライラを笑顔にかえる心理トレーニング（日時：11月12.19日）
●パネル展示開催（日時：11月12日～11月25日　場所：生駒市コミュニティセンター）
●市内５図書館・室に特集コーナーを設置（日時：11月5日～12月1日）
●オレンジリボン・パープルリボンの配布（11月30日まで）

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000030985.html

10月28日16時更新予定

天理市
●パネル展示、11/12～11/17天理駅南団体待合所
●オレンジ、パープル一体リボンの配布、パープルリボンのしおりの配布

宇陀市
●宇陀市ケーブルテレビ「うだｃｈａｎ」にて放送
●幟設置（市役所前公園及び各地域事務所）                                                         ●オレン
ジリボンキャンペーンと合同で街頭啓発

橿原市
●DVをなくすパネル展開催
日時：11/1(火)～30(水)　午前9時～午後9時30分
場所：橿原市役所分庁舎　ミグランス10F 展望フロア

葛城市 ●11/2男女共同参画について考える講座開催 ●「女性に対する暴力防止・児童虐待防止啓発」パネル展開催

香芝市 ●女性法律相談開催（11/24）
https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/14/30995.
html

桜井市

●パープルリボン＆オレンジリボン合同パネル展開催
●「女性に対する暴力をなくす」一言メッセージ展
　　期間：11月17日～11月30日
●桜井駅前南北ローターリ－にのぼりの設置

大和郡山市

●11月４日開催
講演会
演題：「自分らしく生きる」
講師：梶浦　梶子さん

大和高田市 ●パネル展示　11/7～11/25（庁舎内）

奈良市

●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―での啓発
●パネル展示（奈良市役所北棟１階連絡通路）
　令和４年１１月１４日から１８日まで

○

●りぃぶるフェスタにおける啓発（日時:11月19日　場所:和歌山ビッグホエー
ル）
●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）（女性に対する暴力防止関連図書特設コーナーの設置
等）

●ラジオでの広報
●各振興局でのぼりを設置

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031501/k
ouzaevent/d00211472.html

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031501/k
ouzaevent/d00211469.html

みなべ町 ●啓発用のぼりの設置

和歌山市
●パープルリボンキャンペーンとして女性への暴力防止に関する特設コーナーの設置、啓
発物品等配布

○

●ポスター、パネル展示
●デートDV予防学習実施校での啓発展示、リーフレットの配布
●相談窓口周知マスクの配布
●ローカルFMラジオ出演

岩美町 ●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
（11/10）

●町立図書館で女性の人権に関連した図書コーナーを設置
●町HP、防災無線による広報
　※女性の人権ホットライン強化週間の期間中

八頭町 ●パネル展示、パープルリボンツリーの設置

和歌山県

鳥取県

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000030985.html10%E6%9C%8828%E6%97%A516%E6%99%82%E6%9B%B4%E6%96%B0%E4%BA%88%E5%AE%9A
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000030985.html10%E6%9C%8828%E6%97%A516%E6%99%82%E6%9B%B4%E6%96%B0%E4%BA%88%E5%AE%9A
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000030985.html10%E6%9C%8828%E6%97%A516%E6%99%82%E6%9B%B4%E6%96%B0%E4%BA%88%E5%AE%9A
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○ ●ドメスティック・バイオレンスに関する県民向け公開講座
●児童虐待・ＤＶ防止のためのパネル展示
●警察署の電光掲示板等での広報
●ラジオ放送による広報

https://www.pref.shimane.lg.jp/education/child/
dv/josei_soudan/jyosei.html

雲南市

●雲南市ＤＶ防止セミナー
　日時：１１月１８日（金）１９：３０～
　講師：正井礼子さん（ＮＰＯ法人女性と子ども支援センター 
    ウィメンズネット・こうべ代表理事）
　会場：海潮交流センター
　対象：海潮地区住民
●雲南市デートＤＶ防止出前講座　
　講師：宍倉翠さん（デートＤＶ防止コーディネーター）
　日時：随時
　場所：市内中学校

●市公式ＬＩＮＥ、ＦＢ、告知放送等を活用した周知
●ＤＶ防止のためのパネル展示
　場所：加茂文化ホール　ラメール（展示スペース）

隠岐の島町
●相談窓口カードの配布
●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

益田市
●告知端末での広報
●懸垂幕の掲示（庁舎）

海士町
●期間中はケーブルテレビによる広報を行う
（児童虐待防止月間と合わせて実施）

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：イオンモール出雲
●本庁舎掲揚台への懸垂幕掲示
　期間：１１月１日～１１月８日

松江市

●パープルマスク着用およびパープル・オレンジダブルリボンシールの貼付（市長、市議
会、市役所窓口部署）
●卓上パープルツリー設置（市役所窓口部署）
●パープルリボン展示（市民活動センター前街路樹）
●パネル展示（市役所玄関ロビー）
●ケーブルテレビ告知放送
●市役所庁舎内モニター広報

仁多郡奥出雲町 ●音声告知（有線）放送
大田市 ●ケーブルテレビでの告知放送
浜田市殿町 ●パープルリボン×オレンジリボン運動の啓発のぼりを庁舎前に掲揚

島根県

https://www.pref.shimane.lg.jp/education/child/dv/josei_soudan/jyosei.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/education/child/dv/josei_soudan/jyosei.html
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○

●男女共同参画ゼミナール リクエスト上映会
演題　寂しさを抱えながら生きている子ども・若者たち
講師　西﨑 宏美　氏
日時　11月6日11：30～、11月8日13：30～
会場　ウィズセンター会議室（きらめきプラザ６階）
●オンライン　ウィズカレッジ企画講座（第４回）
演題　DVと虐待を考える～身近に潜む誤った理解～
講師　松本 和子　氏
配信期間　11月1日～11月30日
●オンライン　ウィズカレッジ企画講座（第５回）
演題　DV被害者支援と加害者対応～事例をとおして考える～ （R３リクエス
ト配信）
講師　信田 さよ子　氏
配信期間　11月1日～11月30日

●SNS広告の活用による相談窓口の周知
●ラジオ番組を通じた広報啓発
●データ放送での広報
●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12日～25日
場所：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）他
●DVに関する啓発及びグッズ（缶バッチ・ポケットティッシュ等）配布
日時　11月1日～30日（又は11月12日～25日）
場所　男女共同参画推進センター
概要　推進月間中にウィズセンターが行う行事等の冒頭で、「女性に対する暴力をなくす
運動」についての説明を行うともに、啓発グッズを配布。

https://www.pref.okayama.jp/soshiki/26/

井原市
●緊急告知端末「お知らせくん」による周知
●地元ケーブルテレビ局による文字放送での周知

笠岡市 ●市Facebookへの掲載

玉野市
●DV防止関連書籍の啓発
　（図書館）

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～11月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：11月12日～25日：新見市男女共同参画プラザ、ＮｉＵ新見
駅西サテライト

真庭市

●パープル＆オレンジリボンツリー展示
期間：令和4年11月1日～令和4年11月30日
場所：真庭市役所本庁舎1階、各振興局窓口
●DV防止パネル展示
●啓発物品の配布（ティッシュ、ダブルリボン等）

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/12/62198.
html

瀬戸内市
●パープルリボンツリーの展示
日時：１１月１１（金）～２５日（金）
瀬戸内市役所本庁舎１階、図書館

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（ウェットティッシュ等）の配布

浅口市
●DV防止啓発パネル展示・パープルリボン啓発
期間：令和4年１１月１２日～令和４年１１月２５日
場所：浅口市健康福祉センター1階ホール

岡山県

https://www.pref.okayama.jp/soshiki/26/
https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/12/62198.html
https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/12/62198.html
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倉敷市

●家事・育児１人で背負いすぎていませんか？～DVとそのサポートについて
学んで語れる座談会～の開催
開催日時：11月10日（木）11時～12時
場所：倉敷市立中央図書館　こどもしつ

●ダブル・リボン運動
11月12日から25日までが、国の「女性に対する暴力をなくす運動」期間であるとともに、
11月が「児童虐待防止推進月間」であることから、運動の象徴である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（火）から11月30日（水）まで
配布窓口：男女共同参画課、男女共同参画推進センター、子ども相談センター、各支所社
会福祉事務所等

●DVパネル展の開催
開催期間：11月15日（火）から11月17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1日（火）から11月30日（水）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)

●倉敷市人権推進室instagramによる情報発信

●パープル＆オレンジライトアップ
日時：11月12日（土）～25日（金）（17時～23時予定）
場所：倉敷みらい公園

早島町
●パープルリボン＆オレンジリボンツリー展示
　期間：11月１日～11月30日
　場所：早島町町民総合会館ゆるびの舎

○
●若年層に対するデートＤＶの啓発及び認識率調査の実施
　期間：11月17日～12月23日（予定）
　対象：県内の高校２年生及び専修学校生，大学生等

●デートＤＶについてラジオでの広報を予定（日程調整中）
●県警　減らそう犯罪情報官によるFM放送での広報(11/14)

安芸太田町

●人権セミナー
日時：11月22日(火) 13:30～15:00
場所：川・森・文化・交流センター
タイトル：ＡＶ出演被害防止・救済法の成立について
講師：広島弁護士会　弁護士　寺本　佳代　師

呉市

●令和4年度「女性に対する暴力をなくす運動」啓発講演会
日時：11月18日(金)
場所：呉市役所7階
内容：ＤＶ防止講演会

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/9/dv-
lecture.html

広島市

●街頭啓発活動(女性団体と共同で実施)
　日時：11月12日14:00～
　場所：八丁堀交差点周辺
　内容：啓発品、リーフレット等の配布

●区役所、男女共同参画推進センターでデートDV防止啓発パネルを展示(11/10～25)
●本通・金座街商店街でアーケード幕広告を掲出(11/12～25)

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/53/1025
3.html

広島県

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/9/dv-lecture.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/9/dv-lecture.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/53/10253.html
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庄原市

●DV防止講演会（オンライン）
日時：11月16日　18：30～20：00
場所：庄原市役所本庁及び東城支所
内容：子どもの自尊感情を高めよう～親や地域にできること（DV渦中で生き
る子どもたちのために）

●懸垂幕の掲示

竹原市

●特設展示コーナーの設置
　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・相談窓口カード設置
●学校等を通じてＤＶ啓発チラシの配布

●ＳＮＳ等に掲載
●ケーブルテレビでPR

府中市
●DV相談啓発カード作成、パープルリボンとともに市・関係機関窓口で配布

山口県 ○
●山口県配偶者暴力相談支援連絡協議会
日時：11月17日（木）
内容：関係機関との意見交換等

●ラジオ広報（11月9日放送）
●男女共同参画課ＬＩＮＥ公式アカウントの友達登録者に対する広報

○

●DV被害者自立支援講演会
日時：１１月２４日13：30～15：30
場所：ときわプラザ（県立男女共同参画総合支援センター）
内容：「DVによる支配ー共同親権におけるリスクー」

●ラジオスポット放送・県SNSによる広報
●県関係施設（県庁県民ホール、ときわプラザ（県立男女共同参画総合支援センター）、
県立病院、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
●西部管内市町庁舎において県による啓発パネル展示

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/ku
rashi/jinken/7209660/

阿南市 ●女性に対する暴力防止パネル展（11/2～29）市役所庁舎２階市民交流ロビー
鳴門市 ●「女性に対する暴力をなくす運動」期間における啓発活動

鳴門市立図書館において関連図書の展示やＤＶ等の被害防止に関する啓発と相談窓口の周
知を行う。

https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/jin
ken/danjo/no_violence.html

○

●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

●県庁内でパネル展を実施（11/14～25）

綾川町

●DVについての特集展示
　日時：11月12日～11月25日
　場所：綾川町立生涯学習センター図書館
　内容：DVに関する本の展示や紹介

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（11/11～12/23）
●オレンジ＆パープルリボンの配布

https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/2/27
167.html

徳島県

香川県

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/jinken/7209660/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/jinken/7209660/
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.kanonji.kagawa.jp/soshiki/2/27167.html
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丸亀市

●若年層に対する性暴力被害防止教室
　日時：令和4年7月～令和5年1月
　場所：市内高校等（各1回）
　内容：丸亀警察署と協働し、若年層の性暴力被害防止に向けた教室を実施
●街頭キャンペーン
　日時：11月13日、11月26日、11月27日
　場所：市内3店舗
　内容：啓発グッズの配布
●子どもの性被害・デートDV予防について考えるワークショップ
　日時：11月28日19：00～
　場所：市民交流活動センター（マルタス）
　内容：小学校高学年～高校生のお子さんがいる保護者の方を対象にお子さ
んが性暴力・デートDV被害に巻き込まれないためのワークショップを実施

●市役所、中央図書館にて、パープルリボンツリー、ポスター等の展示
●市内コミュニティセンターにて「女性に対する暴力をなくす運動」のパネル、ポスター
等の展示（10/30）
●市内高校等でのデートDV啓発パネル展（通年開催）
●子育て支援課と連携してパープルリボン・オレンジリボンのクリップを作成し、関係団
体および関係職員へ配布（11月中）
●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）

高松市

●高松秋のまつり・仏生山大名行列でのオレンジ・パープルリボンキャン
ペーン
日時：10月16日（日）
場所：仏生山公園
内容：啓発ベース開設・ワークショップの開催

●パネル展
保健センター(7月25日(月)～7月29日(金))
               　IKODE瓦町  (11月1日(火)～11月7日(月))

●オレンジ・パープルリボンツリー設置
(11月下旬～12月下旬、市役所6階EVホールツリー設置)

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）（11/5）

三木町
●トラウマのケアに関する講演会
日時：令和４年11月5日（土）13:30～15:00
場所：三木町文化交流プラザ　小ホール

多度津町
●令和4年11月12日から25日までの期間、香川県立桃陵公園にあるメロディー
時計「カリヨン」をパープル色にライトアップする予定。

●パープルライトアップの取組について、プレスリリースとは別に、ラジオ放送（ＦＭ香
川）及び中讃テレビに広報予定

〇
●DVセミナーの開催
●DVに関する出前講座の実施

●県政広報ラジオでの広報
●パネル展の実施
●DV防止啓発用展示物の作成・掲示
●図書コーナーにてDV・児童虐待関連の書籍の特設コーナーの設置

https://www.pref.ehime.jp/h15200/dvboushi/nak
usu_undo.html

松山市
●DV相談ナビカードの窓口設置・関係機関への配布
●庁内放送で相談窓口等を案内
●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・児童虐待防止啓発講演会
日時：１１月１３日（日）10：00～12：00
場所：新居浜ウイメンズプラザ　多目的ホール
講師：公益社団法人えひめ女性財団　愛媛県男女共同参画センター　石丸世
志

●日本郵便（株）との連携啓による啓発事業
・郵便局集配用自動車やバイク及び市役所公用車へのステッカー貼付による啓発
・郵便局、市庁舎窓口等にてシンボルツリーを設置
・郵便局、市窓口職員のシンボルチャームの着用及び市民への配布
●ロビー展
11/10（木）～14（月）イオンモール新居浜、11/15（火）～18（金）図書館、11/22
（火）～25（金）市役所、11/26（土）～30（水）新居浜ウイメンズプラザ
●SNSへの掲載

https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/haiguusha
/purpleorangeribbon04.html

愛媛県

https://www.pref.ehime.jp/h15200/dvboushi/nakusu_undo.html
https://www.pref.ehime.jp/h15200/dvboushi/nakusu_undo.html
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高知県 ○
●令和４年度ＤＶ防止啓発講演会（11月13日（日）13:30～16:30、会場：こ
うち男女共同参画センター「ソーレ」、四万十市社会福祉センター）

●県のラジオ広報番組での対談形式による広報（11月15日（火）9:50～9:55、ＲＫＣラジ
オ）

https://www.sole-
kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1835&routekbn=S
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060901/dvbo
usi.html

○

●街頭啓発キャンペーン
　日時：１１月１４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

●福岡県庁１階ロビーにパープルリボンツリーを設置（１１月７日～１１月２４日）
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/boryoku
-nakusu.html

うきは市
●11月17日（木曜日）18時30分から20時、白壁ホールにて、「子どもの権利
擁護～児童虐待と里親制度～」（第5回うきは市人権セミナー）開催予定。

●市内11自治協議会を廻り、「女性に対する暴力をなくす運動」について周知すると共
に、期間中、各コミュニティセンターに啓発旗を掲示してもらう予定。

大牟田市 ●パープルリボンツリー設置　市役所玄関ロビー、中央地区公民館　11月1日～30日
●ＪＲ大牟田駅前デジタルサイネージ　啓発情報放映　11月11日～28日

https://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.as
px?c_id=5&id=10690&class_set_id=1&class_id=2
56

宇美町 ●パネル展示を予定
遠賀郡遠賀町 ●１１月８日～１１月１７日に庁舎玄関前ロビーにてDV防止啓発展を開催

嘉麻市 ●市役所本庁前及び道の駅うすいにおいて街頭啓発活動
●デジタルサイネージ配信（本庁駐車場・本庁舎内）
●ＬＩＮＥ配信
●Twitter配信

久留米市

●上映会 【闇の子供たち】
日　時　　11月18日14時から
会   場       えーるピア久留米　視聴覚ホール　
●【子どもに伝える体と性のはなし　自分も相手も大切に】
日　　時　　11月19日10時から12時
会    場　　久留米市男女平等推進センター　210・211研修室
子どもの体と性について、子どもにどのように伝えるかを模擬授業を通じて
学び考える。
講 　師　　リアライズＹＯＫＯＨＡＭＡ　代表　橋本明子さん
●【理論と実践ワーク　女性のための護身術】
日　　時　　11月19日14時から16時
会    場　　ダンススタジオ（えーるピア久留米3階）
性暴力から自分を守るための護身術を学ぶ。
講 　師　　リアライズＹＯＫＯＨＡＭＡ　代表　橋本明子さん
●【講演会　ＤＶ・性暴力がもたらすトラウマの影響】
日　 時　　11月2０日10時から12時
会   場    久留米市男女平等推進センター　210・211研修室
講 　師　　NPO法人レジリエンス　代表　中島幸子さん

●オレンジ＆パープルツリー設置
　場所：JR久留米駅（10月28日（金）～11月6日（日））、久留米シティプラザ（11月8日
（火）～11月28日（月））
●パープルツリー設置
　場所：市内大学（5校）、市内高校（3校）、西鉄久留米駅、久留米警察署
●「女性に対する暴力をなくす運動」に係る啓発のパネル展示、懸垂幕・のぼり旗の掲
出、ポスター、公用車ボディパネルの掲示を実施
場所：本庁舎、各総合支所、各市民センター、男女平等推進センター
●西鉄久留米駅に懸垂幕を掲出

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/
9033danjo/3010oshirase/2021-1013-1231-
252.html

古賀市
●市役所市民ホールで「STOP DV」の啓発パネルを設置する
●パープルリボンを飾り、パープルリボン運動を取り組む

https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/ji
nken/024.php

糸田町
●町の広報掲載
●庁舎内に特設コーナー設置

福岡県
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糸島市

●講演会～トーク＆一人芝居～ 「ヤンママ子育て騒動記」
演者：福永宅司　氏
日時：11月19日（土）13：30～15：00
会場：男女共同参画センター　ラポール（糸島市神在西3-1-5）

●市役所や駅にパネル展示
●図書館に特設コーナー設置

https://www.city.itoshima.lg.jp/s019/010/010/01
0/010/030/20200806105937.html

篠栗町 ●担当窓口にＤＶ防止・相談機関のカードや作製リボンの配架

宗像市
●男女共同参画推進センター講座　11月25日
●地区の祭りブース出展（パープルリボンツリー作成）

●市役所内パネル、リボンツリー展示
●男女共同参画推進センター街頭啓発、パープルリボンツリー展示・ブックフェア

春日市
●ライフデザイン講座　映画上映会「サンドラの小さな家」
日時：１１月２２日（火）１０時～
場所：ふれあい文化センターサンホール（春日市大谷6-24）

https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/danj
o/danjo/1005405/1009130/1009966.html

小郡市 ●SNSへの啓発記事掲載・発信

水巻町
●庁舎ロビーで啓発DVDを放映予定。
●図書館で特設コーナーを設置予定。

太宰府市
●男女共同参画セミナー 「女性相談員から学ぶDV防止」を実施　日時：11月
19日（土）　10時～12時
講師：岡　多恵子（特定非営利活動法人　アジア女性センター理事）

https://dazaifu-ruminas.jp/news/archives/174

大川市 ●パープルリボンツリーの設置（公共施設や学校等）

築上町

●町公式SNSで相談先を紹介。
●築上町役場本庁および築上町図書館での展示
予定期間：11月1日～11月30日
展示：パープルリボンツリー、関連図書等の展示

https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s055/010/1
50/030/040/20201112jyosei.html

筑後市 ●市庁舎内での、パネル掲示及びデジタル情報掲示板での啓発

筑紫野市

●講演会「報道現場から考えるDV　～被害者にも加害者にもならないために
～」、日時：11月16日（水）10:00～12:00、講師：玉城夏子氏
●男女共同参画プラザにパープルリボンツリーを設置（来館者とともにパー
プルリボンツリーを完成させる取組）

https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/9
/2996.html

朝倉市
●人権啓発情報誌あまりん１１月号に啓発記事を掲載
●朝倉市男女共同参画センター館内に啓発情報を展示

http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/144
5219733565/index.html

直方市 ●パネル展示
那珂川市 ●パープルリボンツリー設置

福岡市 ●女性の人生サポート講座

●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
●防犯・交通安全課が管理するツイッター「STOP!性犯罪」（@css_fukuokacity）を利用
し広報

豊前市
●パープル＆オレンジリボンキャンペーン（女性に対する暴力根絶と児童虐待防止推進の
ための企画展示） 市役所ロビー、市立図書館、ハートピアぶぜんにおけるリボン運動とパ
ネル展示。福祉課と共催。

北九州市

●女性への暴力ゼロ運動特別講座
日時：令和4年11月26日（土）13:30～16:00
講師：大西　良（筑紫女学園大学　准教授）、小倉北警察署　
テーマ：若年女性の今（リアル）～夜の公園に居場所を求めて～
●女性への暴力ゼロ！ホットライン（弁護士等による電話相談）
日時：11月16日（水）10:00～16:00

●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『身体的暴力
だけがＤＶではありません』
●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）
●イベント≪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、インスタグラムでの広報

https://www.kitakyu-move.jp

https://www.city.itoshima.lg.jp/s019/010/010/010/010/030/20200806105937.html
https://www.city.itoshima.lg.jp/s019/010/010/010/010/030/20200806105937.html
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/danjo/danjo/1005405/1009130/1009966.html
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/danjo/danjo/1005405/1009130/1009966.html
https://dazaifu-ruminas.jp/news/archives/174
https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s055/010/150/030/040/20201112jyosei.html
https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s055/010/150/030/040/20201112jyosei.html
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/9/2996.html
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/9/2996.html
http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1445219733565/index.html
http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1445219733565/index.html
https://www.kitakyu-move.jp/
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伊万里市

●DV根絶！をめざしてパネル展
●ケーブルテレビでの広報
●遊戯施設の電光掲示板による広報
●量販店前での街頭キャンペーン

基山町 ●基山町立図書館において関連図書の特設コーナーを設置
小城市 ●女性に対する暴力をなくす運動週間に伴う啓発図書コーナー設置
鳥栖市 ●図書館での関連図書の特設コーナーの設置 https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/13/2173.html

唐津市

●ポスター・パネルの展示
　　市役所本庁舎１Fエントランス・大手口センタービル３階フロア
●のぼりの掲示
　　唐津市役所 本庁舎、各市民センター
●唐津市近代図書館での特設コーナー設置
●啓発動画（独自作成）を市役所本庁１Fエントランス大型モニターで放映（11/12～
11/25）

武雄市
●パープルリボンツリー、ポスターパネルの設置
場所：現在検討中

○

●令和４年度「暴力をなくそう！パープル＆オレンジフェス」
　日時：令和４年１１月２７日（日）１０時～16時
　場所：みらい長崎ココウオーク（長崎市茂里町１－５５）
●暴力を選ばない男性たちのアクションin県庁
　場所：県庁
●Lovefes2022　へ出展
　女性に対する暴力をなくす運動　パネル展示、ワークショップ
　11月5日、長崎県立美術館

●県庁舎横断幕掲揚
●ツイッター、メールマガジン等での広報

壱岐市

●市役所の各庁舎（郷ノ浦庁舎、勝本庁舎、芦辺庁舎、石田庁舎）にてワックスボウルに
よるパープルライトアップを実施。
●地元ケーブルテレビでの啓発放送
●SNSを使った広報

https://www.city.iki.nagasaki.jp/pickup/11113.ht
ml

大村市 ●女性のための護身術講座
●各所パネル展示（大村市役所・郡コミュニティセンター・中地区公民館・プラザおおむ
ら・プラットおおむら・中央コミュニティセンター）
●懸垂幕（大村市役所）

雲仙市 ●子どもと女性の身の守り方講座＆県警音楽隊コンサート
https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0035578/i
ndex.html

五島市 ●パープルリボンツリー等のパネル等展示

佐世保市

●スピカ図書交流コーナーでのパープルツリー設置
●スピカ図書交流コーナーでの関連書籍紹介
●佐世保市立図書館でのオリジナルポスター展示
●佐世保市立図書館での関連書籍紹介
●スピカHPおよび公式インスタグラムでの紹介

https://www.city.sasebo.lg.jp/siminseikatu/jinke
n/spica.html
https://www.instagram.com/supicasasebo/

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示
の実施
●図書館では関連図書を紹介。

小値賀町 ●のぼりの掲出

松浦市
●パープルリボンツリーを使った啓発
庁舎及び市立図書館の２か所

佐賀県

長崎県

https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/13/2173.html
https://www.city.iki.nagasaki.jp/pickup/11113.html
https://www.city.iki.nagasaki.jp/pickup/11113.html
https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0035578/index.html
https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0035578/index.html
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西海市
●市主催の「ぎゅぎゅっと！西海フェス」にマイナンバーカード普及促進担当と合同で
ブースを設置。パネル展示及び啓発物の配布を行う。

対馬市
●市役所厳原庁舎及びつしま図書館においてパネル展示
●市CATVでの文字放送

長崎市
●DV根絶のための連続講座　12/4（日）10:00～16:30　内容：DVの基礎知
識、警察の対応、DV支援についてなど

●長崎市SNSでの広報
●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フェイスブックでの広報

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190000/1
93000/p030414.html
https://ngs-shiminkaikan.jp/

長与町
●長与町役場でパネル展示
●図書館で図書紹介

https://webtown.nagayo.jp/kiji003414/index.html

島原市 ●Twitter・Facebook等SNSを使った広報
南島原市 ●パネル展示
平戸市 ●パープルリボンプロジェクト
北松浦郡
佐々町

●佐々町民文化祭における啓発ブースの設置（パネル展）

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
●市立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の紹介や資料を掲示

○

●令和４年１１月２５日（金）に、DV防止講演会を以下のとおり開催しま
す。
　時間：午後１時３０分から午後３時４５分
　会場：くまもと県民交流館パレア　会議室１
　参加費：無料
　申込方法：関連URLの中に掲載しているDV防止講演会の　
チラシを参照のうえ、FAX又はメールで１１月１５日までにお申し込みくだ
さい。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/36/15212
7.html

熊本市

●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
●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
●FMラジオでの広報

荒尾市

●DV基礎講座「これってフツウなの？気づくことから知るDV講座」
　日時：11月19日（土）13時30分～15時
　場所：荒尾市働く女性の家
　講師：深浦　淳美（女性相談員・カウンセラー）
　問い合わせ：荒尾市総務課男女共同参画推進室
　　　　　　　電話0968-63-1139

●「親子で学ぶこころと体の健康教室」
　日時：11月23日（水・祝）10時～12時
　場所：荒尾市働く女性の家　託児有
　講師：橋本　明子（リアライズYOKOHAMA代表・性の健康教室ファシリ
テーター）
　その他：「性」「いのち」に向き合うため、また、異性への正しい理解を
深めることにより思いやりの心を育む教室。
　問い合わせ：荒尾市働く女性の家
　　　　　　　電話0968-64-2884

熊本県

https://webtown.nagayo.jp/kiji003414/index.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/36/152127.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/36/152127.html
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合志市
●パープルリボンキャンペーン
日付：１１月１６日（水）～１８日（金）
内容：女性への暴力防止キャンペーングッズの配布

○

「アイネスパープルリボンプロジェクト２０２２」
●県内最大級のイルミネーションイベント「おおいた光のファンタジー」内でのパープル
ライトアップ、パープルツリーの展示、インスタグラムフォトコンテスト（アイネスパー
プルリボンプロジェクト賞）
●民間企業、団体と協働したリーフレット設置・配布やパープルライトアップ等の実施
●暴力防止啓発工法案を考える学生アイデアソンの開催
●Google広告による相談窓口周知
●ラジオ、新聞広告による広報
●施設内での啓発パネル展示

https://www.pref.oita.jp/site/i-
ness00purpleribbonproject/purpleproject2022.ht
ml

臼杵市

●男女共同参画セミナー
日時：11月7日（月）13：30～15：00
場所：臼杵市役所
講師：NPOえばの会　吉本寛子　氏
演題：「DV事案に係る関係課の役割と連携」

●SNS、ケーブルテレビ文字放送による広報・啓発

佐伯市

●東アジア文化都市２０２２大分県文化トークショー
～世界で輝く女性たち～
※主催者「東アジア文化都市佐伯実行委員会等」との協働による啓発
①トークステージ上にて、パープルバルーンライトアップの実施
②入場者への啓発品等配布

●パープルリボン啓発展示
日時：１１月１７日～１１月２４日
場所：さいき城山桜ホール1階アートプラザ
内容：パープルバルーンで装飾した展示スペース（啓発ポスター・チラシ、相談先リーフ
レット、若年層向けデートDVタペストリー、シールアンケート（暴力を受けた経験を問う
等）、パープルライトアップ協賛企業紹介パネル写真）を設置するもの。
●「パープルライトアップ」協賛企業の取組パネル啓発用パネル作製。（展示やイベント
の際に啓発していく予定）

大分市
●街頭啓発（11/11）
●啓発用横断幕の設置（11月中）
●DV防止に関するセミナー（11/26）

●Facebook・Twitterでの広報
●パネル展示（11/12～11/25）

https://www.city.oita.oita.jp/o018/dvtheme.html
https://www.city.oita.oita.jp/o018/kurashi/danjo/
dvseminar.html

中津市 ●第４２回「人権を守る市民の集い」

津久見市
●街頭でのリーフレット及び啓発グッズ等の配布
11月22日（火）マルショク津久見店前（予定）

豊後高田市 ●庁舎内にパープルツリーの設置
豊後大野市 ●ホームページ

●ケーブルテレビ
由布市 ●啓発ティッシュの配布

○

●「モラル・ハラスメントを知る～見えない暴力に気づく・逃れるために」
【宮崎県男女共同参画センター主催講座】
　日時：令和４年１０月２９日１０時から１２時まで
　場所：宮崎県企業局県電ホール
　講師：髙山　直子氏

●パネル展の実施（県庁舎・県立図書館）
●懸垂幕の掲揚（県庁舎・宮崎山形屋）
●県政ラジオでの広報

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/seikatsu-kyodo-
danjo/kurashi/jinken/20151111083503.html

えびの市 ●パネル展示・のぼり旗設置（市役所等）

都城市
●市庁舎でパネル展を実施
●懸垂幕の掲揚
●のぼり旗の設置

宮崎県

大分県

https://www.pref.oita.jp/site/i-ness00purpleribbonproject/purpleproject2022.html
https://www.pref.oita.jp/site/i-ness00purpleribbonproject/purpleproject2022.html
https://www.pref.oita.jp/site/i-ness00purpleribbonproject/purpleproject2022.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/seikatsu-kyodo-danjo/kurashi/jinken/20151111083503.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/seikatsu-kyodo-danjo/kurashi/jinken/20151111083503.html
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延岡市

●パープルリボンキャンペーン
日時：11月13日（日）15：00～16：00
場所：エンクロス
内容：学生・生徒による啓発スピーチ、ダンス、パープルリボンパネル作成、
啓発グッズ配布、関連図書の特設コーナー設置

●ＤＶ防止講座
日時：11月15日（火）13：30～15：00
場所：延岡市役所講堂
主催・講師：ハートスペースＭ

●パネル展開催
●市役所庁舎前電光掲示板、市民課モニター等での広報
●のぼり旗掲示

宮崎市

●【宮崎市男女共同参画センター主催講座】
　「ひとりで悩まないで　ＳＴＯＰ！ＤＶ」
　日時：11月19日（土）10:00～11:30
　場所：宮崎市男女共同参画センター「パレット」
　内容：宮崎県弁護士会による、ＤＶについての現状や、家族や友人、身近
な人を守るためにできることに関する講演

●上記講座についてYouTubeチャンネルで限定ライブ配信
●宮崎県男女共同参画センター主催のパープルリボンキャンペーンへの参加

https://pal-let.jp/

高千穂町
●宮崎県が製作、配信している「女性に対する暴力をなくす運動」啓発動画を編集し、高
千穂町の女性を中心に構成されるグループが出演し、高千穂町バージョンを作成。
●高千穂町のテレビチャンネルで放送予定

小林市 ●パネル展及び啓発物の掲示（11月11日～11月25日）
西都市 ●11月12日～11月25日まで市立図書館にてパネル展を開催

日向市
●「女性に対する暴力をなくす運動」期間パネル展
●街頭啓発活動
●ＦＭひゅうがでの広報

日南市 ●のぼり旗掲示
美郷町 ●町内ケーブルテレビジョンによる広報
木城町 ●防災無線での周知

○

●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中ホール
　内容：講演「ＤＶ被害者支援のこれからの在り方について～加害者プログ
ラムの位置づけを含め考える～」
　講師：原　健一氏（NPＯ法人ＤＶ対策・予防センター九州理事長）

●パネル展示・パープルリボンツリーの設置
　【県庁】
　日時：11月１日～11月30日
　場所：県庁舎２階県民ホール・１階エスカレーター脇
　内容：内閣府作成ポスターのパネル展示，パープルリボンツリーの設置
　【県男女共同参画センター】
　日時：11月12日～11月25日
　場所：かごしま県民交流センター２階展示ロビー他
　内容：内閣府作成ポスターのパネル展示，パープルリボンツリーの設置
●法律相談
「女性のための法律110番」
　日時：11月30日10時～16時
●フェイスブックでの掲載(今後作成予定)

https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-
kankyo/jinken/dv/h30nakusuunndou.html

鹿児島県

https://pal-let.jp/
https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/jinken/dv/h30nakusuunndou.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/jinken/dv/h30nakusuunndou.html


※市町村欄が「○」のものは都道府県
都道府県 市区町村 イベント（シンポジウムや講座等）の啓発活動 その他の取組（パネル展示やSNSによる広報等） 関連URL

令和４年度「女性に対する暴力をなくす運動」　全国の主な広報啓発イベントの予定（パープル・ライトアップを除く）【R4.11.1時点】
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鹿屋市

●パネル展示（本庁）
●パープルリボンツリー及び「ＤＶ相談窓口周知用カード」の設置
　・公共施設（市役所本庁舎・総合支所３か所、市立図書館等）
　・協賛事業所
●ＤＶ関連図書コーナー設置（市立図書館）
●パープルリボン運動街頭キャンペーン
　DV被害者支援団体と共催（ＤＶ相談窓口周知用カードの配布）
●ローカルラジオ出演

西之表市 ●パープルリボンツリー設置　市役所玄関ロビー
南九州市 ●パープルリボンツリーの設置（頴娃図書館，知覧図書館，川辺図書室）

姶良市
●イベント会場での啓発活動
（カード・グッズの配布・ポスターの提示）
第28回日本一大楠どんと秋まつり会場（令和４年11月20日（日））

●パープルリボンツリーの設置（商業施設、姶良市施設）
http://www.city.aira.lg.jp/sankaku/gyosei/danjok
yodo/danjokyodosankaku.html

伊佐市

●パネル等資料展示
　ふれあいセンター（11月１日～11月11日）　
●DV関連図書コーナーの設置
大口図書館・菱刈図書館（11月12日～11月25日)

薩摩川内市 ●パープルリボンツリー作成・展示
志布志市 ●パープルリボンツリーの設置
指宿市 ●パープルリボンツリーの設置

鹿児島市

●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19日 10時～12時
　場所：サンエールかごしま
　演題：日常に潜むモラハラ “不機嫌”という名の暴力
　講師：髙山　直子（カウンセラー）
●パープルリボン街頭キャンペーン
　日時：11月13日 11時30分～12時
　場所：センテラス天文館
　内容：相談カード等の配布
●サンエールかごしまでの関連図書の展示

●パープルリボンツリー、パネル設置
　日時：11月12日～25日
　場所：サンエールかごしま、市役所本庁舎、かごしま水族館、図書館等９か所
　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
付。
●ＣＭ動画放映（市役所本庁舎・支所内計３か所、アミュビジョン）
●ＳＮＳでの掲載

https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/jinken/
danjokyodo/boryoku.html

日置市

●あなたの言動大丈夫ですか？つらい思いを抱えていませんか？～改めて学
ぶハラスメント講座～
【日時】令和4年11月12日（土）午前10時～正午
【場所】日置市中央公民館
●街頭キャンペーン・ブース出展
【日時】令和4年11月20日（日）午前10時～午後3時
【場所】第16回吹上秋祭り2022会場

●街頭キャンペーン・ブース出展
【日時】令和4年11月20日（日）午前10時～午後3時
【場所】第16回吹上秋祭り2022会場
●ＤＶや男女共同参画に関するパネル展示
【期間】令和4年11月12日～25日
【場所】日置市役所各支所、日置市中央公民館、日置市女性センター銀天街
●パープルリボンツリーの設置
【期間】令和4年11月12日～25日
【場所】日置市中央公民館、日置女性センター銀天街

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）
●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）

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

https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/jinken/danjo
kyodo/dvbousiunndou.html

http://www.city.aira.lg.jp/sankaku/gyosei/danjokyodo/danjokyodosankaku.html
http://www.city.aira.lg.jp/sankaku/gyosei/danjokyodo/danjokyodosankaku.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/jinken/danjokyodo/boryoku.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/jinken/danjokyodo/boryoku.html
https://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/kikaku/8139.html
https://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/kikaku/8139.html
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https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/jinken/danjokyodo/dvbousiunndou.html
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霧島市

●DV関連の動画放映
【場所】霧島市役所　本館　大型モニター
【期間】11月1日～年11月30日
●FMきりしま「女性に対する暴力をなくそう」の取り組みの案内
【放送日】11月7日、8日、9日　8時～又は17時半～
●パープルリボンツリー・DV防止に関するパネル設置
【場所】霧島市役所　別館　１階ロビー
【期間】11月12日～11月25日

○
●県庁舎内でパネル展を開催
●沖縄県男女共同参画センター内で女性団体制作のパープルリボンタペストリー展示

うるま市

●「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展、期間：11月14日（月）～25
日（金）
●ＤＶ防止啓発講座「ＤＶ（配偶者間暴力）が子供に与える影響」、日時：
11月21日（月）午後2時～4時、場所：うるま市健康福祉センターうるみん、
講師：名嘉知恵理氏（更生保護法人がじゅまる沖縄　相談員（公認心理師）

浦添市
●市役所本庁舎及びハーモニーセンターにてパネル展を開催
●SNSを活用した広報

沖縄市
●令和４年度「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展
令和4年11月14日（月）～18日（金）
沖縄市役所1階市民ホール、沖縄市男女共同参画センター

宜野湾市

●「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展
　日時：11/1～11/10
　場所：サンエー宜野湾コンベンションシティ
●DV防止啓発講座～性暴力をなくそう～互いを思い合う大切な同意、性的同
意を知っていますか？
　日時：11/19（土）１０時～１２時
　場所：宜野湾市男女共同参画支援センター　
　講師：和田なほ　氏

●「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展WEB展（市ＨＰ）

南城市
●メディアを利用した広報（FMコミュニティ放送、テレビ（ＱＡＢ）データ放送、
LINE、Facebook、Twitter等）
●市役所庁舎にてパネル展を開催

名護市 ●庁舎内でパネル展を実施

沖縄県
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