
広報活動

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

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等

の有無）

北海道

●パネル展の開催
＜道庁・出先機関(2)＞

●庁舎内ポスター掲出
(運動期間中)・リーフレット等配
付
＜道庁・出先機関(14)＞

●街頭啓発の実施
（ＤＶ啓発資材配付）
＜出先機関(4)＞
※一部、「交通安全」「青少年健
全育成」の啓発と合わせて実施

●医療機関へリーフレット等配
布
＜出先機関(1)＞

●ホームページ掲載
＜道庁・出先機関(2)＞

●地域FMラジオに出演し広報
＜出先機関(1)＞

●運動期間に合わ
せて関係機関連絡
会議開催
＜振興局(2)＞

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、市町村等）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
の際にチラシ、ティッシュ、ＤＶ
防止カード、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Ｄ
Ｖ、ＪＫビジネスに関するパネル
の展示、書籍貸出、来館者へチ
ラシを配付

●青森県男女共同参画センターＨＰによる広
報
●パープルリボンキャンペーン
・青森県男女共同参画センター主催で、アピ
オあおもり秋まつりの中で関係団体と連携し
て実施。（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、ＤＶ防止の呼びかけ、
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）
１１月１１日（土）９：３０～１５：３０　アピオあお
もり
・青森市にある「アウガ」前において、青森県
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、青森市男女共同参画
プラザ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）
11月13日（月）12時～12時40分　アウガ噴水
前

●青森県観光物産館「ア
スパム」のパープルライト
アップ(１１月１２日～２５
日)

●11月を「性暴力被
害者支援広報強化
月間」と位置づけ、
協定締結四者が連
携して広報に取り組
む。

岩手県

●内閣府作成ポスター、リーフ
レット等を広域振興局、県内各
市町村、関係機関に配布
●ＤＶ被害防止啓発用クリア
ファイル・リーフレット等をミニコ
ンサートで配布
●ＤＶ相談窓口周知用カードを
県庁舎女性トイレへ配架

●県広報媒体を活用した広報（ツイッター、
HP）

●施設名：
いわて県民情報交流セ
ンター（アイーナ）
日時：平成29年11月10日
～27日の夜間
●施設名：
東北電力岩手支店(盛岡
市）
日時：平成29年11月10日
～25日の夜間

●ＤＶ防止啓発パネル展
期間：平成29年11月10日～24日
場所：岩手県庁県民室
●いわてＤＶ防止基礎セミナー
期日：平成29年11月27日
場所：いわて県民情報交流センター
（アイーナ）
●ＤＶ防止啓発ミニコンサート
～県警音楽隊～
期日：平成29年11月16日
場所：イオンモール盛岡

●パープルリボンを
活用した啓発活動
（県の所管部局職員
等による運動期間中
のリボンの着用、パ
ネル展やミニコン
サート会場でのパー
プルリボンツリーの
設置）
●パープルリボンツ
リー用リボンの広域
振興局等への送付

宮城県

●内閣府作成のポスター，リー
フレットを庁内の各課及び関係
機関へ配付
●ＤＶ及びデートＤＶ防止啓発
リーフレット，ＤＶ電話相談カー
ドを関係機関に設置

●県HPによる広報 ●相談員スキルアップ研修
開催日：11月7日
●女性相談員等技術研修会
開催日：11月15日（水）
講師：宮城県婦人相談所職員
内容：ＤＶ被害者支援に関する研修

秋田県

●DV防止啓発リーフレット（一
般向け、若者向け）やＳＯＳカー
ド、啓発グッズを作成し、街頭
キャンペーンの際に県民に配布
する。
●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
関へ配布する。
●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
する。

●県ＨＰによる広報
●県広報紙による広報

山形県

●内閣府作成ポスター及びチラ
シを関係機関へ配付し、庁内、
総合支庁、県男女共同参画セ
ンターでポスター掲示
●山形県男女共同参画セン
ターが「パープルリボンプロジェ
クトinYAMAGATA」のポスターを
作成、県・各市町村・総合支庁
に配布、期間中に館内に掲示

●県ＨＰ，ＦＢへの掲載
●ラジオ・山形県男女共同参画センターHPで
広報。

●上山城（上山市）の
パープルライトアップ(11
月13日18:00～21:00)
●旧米沢高等工業学校
本館　　（米沢市）のパー
プルライトアップ（11月19
日～11月30日　日没から
22:00）

●山形県男女共同参画センターに
てパープルリボンプロジェクト
（DV防止に関するパネル展、ツリー
の設置）を実施
場所：遊学館１Fギャラリー
期間：11/15～11/24

●庁内でのＤＶに関
するパネル展示
●パープルリボン
バッジを作成し。各
市町村・総合支庁に
おいて、期間中それ
ぞれの展示会場で
配布。

　　　　平成29年度「女性に対する暴力をなくす運動」予定行事【都道府県・政令指定都市】 　H29.11.7現在

シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

都道府
県・

政令指定
都市名

その他
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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
●庁内、県男女共生センターに
おいてポスター掲示

●県、県男女共生センターホームページによ
る広報

【県男女共生センター】
●女性の人権啓発事業
テーマ：知っておくと安心。法律とお
金の話～離婚編～
・内容：離婚の知識と離婚後の生活
設計などについて学ぶ。
・講師：第1部 菅波 香織 氏（弁護
士：いわき法律事務所）
  第2部 宍戸 美香 氏（ファイナン
シャルプランナー）
・開催日：11月16日（木）　13：30～
15：40
・場所：福島県男女共生センター
【県児童家庭課】
●婦人保護推進講演会
・テーマ：加害者を知ることでDVを知
る～DVとデートD防止へ向けて～
・講師：山口　のり子　氏（アウェア代
表）
・開催日：11月15日（水）　13:30～
15:30
・場所：杉妻会館

●福島県シンボル
キャラクター「ふくし
まからはじめよう。キ
ビタン」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。
【県男女共生セン
ター】
●パープルリボンツ
リーの設置等
●図書室の特集コー
ナーで、11月の特集
（テーマ：身近に潜む
暴力）として関連図
書を展示

茨城県

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットを市町村，関係機関
に送付するとともに，県庁内で
パネルを展示。県内で実施のイ
ベント等でリーフレットを配布。
●水戸駅，土浦駅でリーフレット
等を配布。

●女性青少年課ＨＰでの広報
●茨城県女性プラザに，パープルリボンツ
リーを設置(11/12～30)

●茨城県三の丸庁舎の
ライトアップ（11/13～17，
11/23～25）
●茨城県女性プラザのラ
イトアップ(11/12～30）

●茨城県女性プラザ
に，ＤＶに関する情
報コーナーを設置
（11/12～30）

栃木県

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットを市町村・関係機関
等に送付するとともに、県庁舎
内にポスターを掲示

●とちぎウーマンナビ、県ホームページ、メー
ルマガジンによる広報
●県庁舎内電光掲示板を使用した広報
●パープルリボンを付けたとちまるくんの写真
の内閣府ホームページへの掲載
●県庁舎1階とちまるくん人形による広報
（11/10～11/20）
●県庁舎1階県民ロビーにパープルリボンツ
リーの設置（11/11～30)
●県庁舎15階展望ロビー企画展示ギャラリー
における広報（11/17～11/24）
●パルティとちぎ男女共同参画センターに
パープルリボンツリーと関連図書紹介コー
ナーを設置（11/12～25）
●「ヒューマンフェスタとちぎ2017」(11/11)や
「フェスタinパルティ2017」（11/25）でのパープ
ルリボンツリーの設置、パープルリボンの配
布

●栃木県庁昭和館のラ
イトアップ（11/18～25
17時～21時）

●女性への暴力を考える講演会
演題：ＤＶが被害者やその子ども、ま
た母子関係に与える影響について
講師：春原　由紀　氏 (武蔵野大学
名誉教授、臨床心理士)
開催日：平成29年11月18日（土）
場所：パルティ とちぎ男女共同参画
センター

群馬県

●内閣府作成ポスター及びリー
フレットを市町村、関係機関に
送付。

●県ホームページへの掲載
●県広報紙による広報
●庁舎内におけるＤＶ防止啓発ＣＭの放映

埼玉県

●内閣府作成ポスター及びリー
フレットを市町村、関係機関へ
送付
●デートＤＶ啓発ポスターの掲
示
●デートＤＶ啓発カードの作成

●県HPに市町村DV関連予定行事の掲載 ●大宮ソニックシティ及
び忍城（行田市）等での
ライトアップ

●埼玉県立小児医療セ
ンターのライトアップ
11月12日(日)　点灯式な
し

●埼玉県男女共同参画
推進センターのライトアッ
プ
11月17日(金)から25日
(土)　点灯式なし
DV防止の啓発パネル展
を同時開催

●DV防止フォーラム2017
日時：11月19日(日)13:00～16:00
場所：埼玉県男女共同参画推進セン
ター（With You さいたま）
講師・パネリスト：
白川美也子氏（精神科医・臨床心理
士）、黒田典子氏（弁護士）、熊谷早
智子氏（「家庭モラル・ハラスメント」
著者）
※ポスターをさいたま新都心駅構内
に掲示予定

内容：
①基調講演・ミニ講座
②シンポジウム

●パープルリボンキャンペーン
大きなタペストリー（壁掛け）のポケッ
トに県民がパープルリボンを作って
入れ、完成させるもの。9月～2月ま
で県内22市町をリレー方式でつな
ぎ、男女共同参画推進センター内に
展示。参加市町は、タペストリーの展
示期間に合わせ、ＤＶに関する広報
や講演会等ＤＶ防止のための行事を
企画している。なお、男女共同参画
推進センターでは、「県民の日イベン
ト」「ＤＶ防止フォーラム」の際に会場
に展示。
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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
において保護者に配布

●DV防止街頭キャンペーンを会場の市及び
県警と共催により県内２箇所で実施
・11月15日（水）16時～17時/そごう千葉店前
広場
・11月23日（木・祝）13時～15時/イオンモール
八千代緑が丘
●県広報誌「県民だより」、千葉県ホームペー
ジ、県発行メールマガジンに「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
●県内プロスポーツチームのリーグ戦ホーム
ゲーム開始前にオーロラビジョンでＤＶ及び
デートＤＶ防止啓発画像を放映
・Ｂリーグ千葉ジェッツふなばし
11月11日（土）、12日（日）/船橋アリーナ
・Ｊリーグ柏レイソル
11月18日（土）/日立柏サッカー場
・Ｊリーグジェフユナイテッド市原・千葉
11月19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
及びデートＤＶ防止啓発画像を放映
・11月12日（日）～25日（土）
●船橋競馬場ナイター競馬開催期間中に
ターフビジョンでＤＶ及びデートＤＶ防止啓発
画像を放映
・10月23日（月）～27日（金）

●アパホテル＆リゾート
東京ベイ幕張の客室窓
を利用したウインドウイ
ルミネーション
・11月19日(日)18時～20
時
●木更津かんらんしゃ
パークキサラピアの大観
覧車のパープル・ライト
アップ
・11月12日（土）、25日
（日）17時～21時

●ＤＶ・児童虐待予防セミナー「幸せ
夫婦リメイク講座～不幸予防はじめ
ませんか？～」 講師 漫画家・エッセ
イスト 赤星たみこ氏
・11月16日（木）11時～12時/きぼー
る（Ｑｉｂａｌｌ）3階千葉市子ども交流館
アリーナ
●ＤＶ・児童虐待予防セミナー「「ＤＶ
なんて他人事」にひそむ危険～知っ
ておきたいＤＶ・児童虐待の基礎知
識～」 講師 昭和学院短期大学准教
授 松野真氏ほか
・11月17日（金）18時30時～19時30
分/千葉中央ツインビル2号館14階
千葉商工会議所第2ホール

東京都

●内閣府作成のポスター、リー
フレットを配布、掲示
●東京ウィメンズプラザ館内で
DV防止啓発用パネルを掲示
●デートＤＶ啓発カード「デート
ＤＶってなんだろう？」を都内全
高校生に配布
●東京都庁、東京ウィメンズプ
ラザ窓口で啓発用パンフレット
「配偶者からの暴力で悩んでい
ませんか」、カードを配布

●東京都広報媒体
「広報東京都」に掲載
●東京ウィメンズプラザHPによる広報

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。
●県内の４鉄道株式会社の展
示可能な駅にて内閣府の運動
ポスターの掲示を依頼する。
●デートDV啓発リーフレットを
作成し、中・高校に配布する。

●県広報誌「県のたより」１１月号に「勇気を
持って相談ダイヤル！｣と題して児童虐待・犯
罪被害者への相談窓口と共に配偶者からの
暴力の相談窓口について広報する。
●人権男女共同参画課のHP及びツイッター
で｢女性に対する暴力をなくす運動」週間に関
する情報を発信する。

 新潟県

○内閣府作成のポスター・リー
フレットを関係機関へ配布
○相談室等でポスター掲示

○県広報紙での広報
○庁内放送での周知
○庁内ＬＡＮ「職員へのお知らせ」掲載
○県ホームページへ掲載
○ラジオスポット放送

 富山県

●ＤＶ防止啓発のためのチラ
シ、啓発物品を作成し、市町
村、関係機関・団体、医療機関
等へ配布

●タワー111ライトアップ
期間：11/20～11/25
各日、日没から午後10時
まで
●県民共生センター（サ
ンフォルテ）図書室内
期間：11/1～11/30
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

●ＤＶ防止啓発講座
「ストーカーは何を考えているの
か？」
日時：11月28日（火）
場所：富山県民共生センター（サン
フォルテ）
講師：ＮＰＯ法人ヒューマニティ　理
事長　　小早川明子氏

●富山駅、高岡駅に
て街頭啓発活動を実
施

石川県

●ＤＶや性暴力は犯罪となる行
為をも含む重大な人権侵害で
あることを広く県民に周知する
ためのポスター、リーフレット、
パープルリボンツリーカードの
作成・配付（配付先：県庁関係
課、市町、関係団体等）
●DV相談カードを配付（配付
先：地域の商業施設等）

11月を「いしかわパープルリボンキャンペー
ン」の期間と位置づけ、県、市町、各種団体が
協力し、一斉に啓発活動を実施する。
●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（11月中）
場所　県庁１９階展望ロビー
　　　　石川県女性センター
●街頭キャンペーン・ミニコンサートの実施
日時　11月12日（日）
●県ホームページによる広報
●県の広報媒体を利用した広報

●石川四高記念文化交
流館のパープルライト
アップ
（11月１日（水）～５日
（日）日没から22時）

●「女性に対する暴力をなくすため
のシンポジウム」
日時　１１月２３日（木・祝）
講演　「性暴力と生きることのリアル
回復のために必要なこと」
講師　山本　潤氏（SANE(性暴力被
害者支援看護師)）
対談「性暴力被害者支援に必要なこ
と
山本　潤氏（講師）
棟居　徳子氏（金沢大学人間社会研
究域法学系准教授）

福井県

●街頭における啓発活動
　・リーフレット、パープルリボ
ン、啓発カード、啓発グッズ配布
●パネル展
　・リーフレット、啓発カード配布

●福井新聞に附属する冊子「 fu（11月号) 」に
広告

●はたや記念館ゆめ
おーれ勝山ゆめおーれ
広場にてパープルライト
アップ（１１月１３日（月）
から１１月２４日まで）
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広報活動

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

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等

の有無）

シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

都道府
県・

政令指定
都市名

その他

山梨県

○内閣府作成のポスター等を
国・県関係機関、市町村、警
察、大学・高等学校、男女共同
参画推進センター等に配布

○募集・展示
①パープルリボン募集
　県民からパープルリボンを募集し、展示す
る。
②企画展示の開催
日時：11月12日～11月25日
会場：男女共同参画推進センターぴゅあ総合
【展示内容】
ＤＶ啓発パネル、募集リボン、ＤＶメッセージ、
啓発資料、民間団体の活動紹介等

○県ホームページ掲載

○商業施設「ココリ」の
パープルライトアップ
（11月12日（日）、25日
（土）日没から20時30分）
○山梨県庁・別館のパー
プルライトアップ
（11月13日（月）～20日
（月）18時から21時）

○啓発講演会
日時：11月7日(火）
演題：『傷ついた心』の支え方～身近
な私たちにできること～
講師：中島幸子氏（NPO法人レジリ
エンス代表、米国法学博士）
会場：男女共同参画推進センター
ぴゅあ総合
　

○被害者支援のた
めの応援物資募集
（11月12日～25日）

長野県

●庁舎内及び各警察署内に、
内閣府作成のポスター、リーフ
レットを掲示・配布

●男女共同参画センターに、内
閣府作成のポスター、AV出演
強要・「JKビジネス」問題啓発パ
ネルを掲示

●県警ＨＰへの掲載 ●女性に対する暴力防止セミナー
「ＤＶが女性と子どもに与える影響と
心の回復」
日時：平成29年11月22日（水）
　　　　13:10～15:10
講師：ＮＰＯ法人
　　　　女性ネットSaya-Saya代表
　　　　松本　和子さん

岐阜県

●女性相談窓口のリーフレッ
ト、電話相談カード、クリアファイ
ル（相談電話番号を記載）の作
成及び配布
●内閣府作成のポスター、リー
フレットを市町村、関係機関等、
県内警察署にて掲示・配架

●県ホームページによる広報
●新聞広告による広報
●地デジ・データ放送での広報
●ラジオ番組(11月1日（水）放送)での広報

●「岐阜県男女共同参画フォーラム
2017」（11月11日（土））開催

●県、市、警察等に
よる街頭啓発活動
（11月13日（月）に啓
発用たすきを着用
し、ＪＲ岐阜駅周辺に
て、リーフレット、電
話相談カード、ボー
ルペン（相談電話番
号入り）等を配布）
●期間中、県庁舎放
送にて来庁者へ啓
発
●男女共同参画プラ
ザ内での、パネル展
示、関連図書の紹
介、啓発物品・電話
相談カードの配架

静岡県

●市町・関係団体等への配布 ●課ＨＰによる広報
●デジタル掲示板にポスター画像を掲示
（静岡市と合同）

○富士川ＳＡ内大観覧車
のライトアップイベント
（11月12日（日）17時～25
日（土）21時）

●ＤＶ防止セミナー
〔実施日〕平成29年11月17日（金）
13:30～15:30
〔場所〕静岡県男女共同参画セン
ターあざれあ
〔講師〕友田尋子さん（甲南女子大学
教授）
〔内容〕「面前ＤＶ　～子どもへの影
響～」

●市庁舎に啓発横
断幕を設置
（静岡市と合同）

愛知県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを県内市町村、各団体
等関係機関へ配布
●県作成のDV防止啓発資材を
県内市町村、関係機関へ配布

◯パネル展示及び関連図書の展示
「知ってほしい　ＤＶのこと」
（１１月１日（水）～３０日（木）：ウィル
あいち情報ライブラリー）
◯女性の活躍支援コーナー「DVに
気づく、DVから身を守る」
（10月２１日（土）～１１月３０日（木）：
ウィルあいち情報ライブラリー）

三重県

●県作成のDV相談機関一覧ポ
スターを県内市町、関係機関等
へ配布

●県内各地で「DV相談啓発ポケットティッ
シュ」を配布するなど、県内24カ所で街頭啓発
を実施
●男女共同参画センターにおけるパネル展
示、関連図書の紹介
●地元FMラジオ局の番組内（県からのお知ら
せコーナー）において、同運動および関連事
業を紹介

●三重県総合文化セン
ター祝祭広場のライト
アップ（11月11日（土）か
ら25日（土）までの17時
から21時まで、点灯式は
なし）
●県内市町（７市町程
度）でも啓発パネル展な
ど同時開催

●女性に対する暴力防止セミナー
一人芝居「電話の女」
日時：平成29年11月19日（日）　14時
から15時30分まで
会場：三重県文化会館レセプション
ルーム
出演：さかした日出美
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広報活動

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

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等

の有無）

シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

都道府
県・

政令指定
都市名

その他

京都府

●内閣府作成のポスター、リー
フレットを市町村に配布
●ＤＶ防止啓発チラシの作成・
配布（2万部予定）
●相談窓口等掲載の啓発グッ
ズの作成・配布（8,500個予定）
●DV防止啓発カードを市町村、
関係機関に配布（10万枚予定）

●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
団体へ後援・協賛の依頼（約150団体が賛同
予定）
②大学等関係団体への啓発資料配布依頼
③府ホームページでの広報

●京都タワーライトアップ
　（11月13日(月)予定）
　※京都市と共催

※ 啓発期間中ではありませんが､下
記シンポジウム開催します。

●ＤＶ被害者支援シンポジウム
　（12月15日(金)予定）
　※京都市と共催

●通常どおり ●京都タワーライト
アップと同日に府内
各地での一斉街頭
啓発を実施予定

大阪府

○「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）を市町村、団体
等へ配布・周知依頼

○街頭啓発活動（相談窓口リー
フレット、啓発ティッシュ等の配
付）

○府HP・府政だより・Ｆａｃｅｂｏｏｋ等による広
報

○通天閣・天保山大観覧
車ライトアップ
　（11月12日（日）日没か
ら２２時頃）
※事情により18時までと
なる場合有

○通天閣・スパワールド
前広場におけるパープル
リボンキャンペーンの実
施（11月12日（日））
　・街頭啓発
　・府立堺西高等学校女
子ダンス部によるダンス
パフォーマンス
　・通天閣ライトアップ点
灯式

○大阪府立男女共同参
画・青少年センター（ドー
ンセンター）ライトアップ
（11月12日（日）～25日
（土）日没から21時30分
頃）

○和泉シティプラザライト
アップ（和泉市）（11月10
日（金）～25日（土）17時
から22時）

※その他、依頼交渉中の
施設あり。（決定次第報
告予定）

○市立吹田サッカースタジアムにお
ける児童虐待防止と連携したダブル
リボンキャンペーンを実施（10月29
日（日））
啓発横断幕の行進等

○大阪府立男女共同参画・青少年
センター（ドーンセンター）における行
事
　・府民向け講座（11月16日（木））
　　「居場所のない若年女子・女性の
実情～性被害、貧困などを中心に
～」
　
　・パープルリボンオブジェの展示等

 兵庫県

●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
(県立男女共同参画センターは
じめ県庁舎、県民局、出先機
関、市町・関係団体等)

●庁内放送（11月10日）
●情報紙「ひょうご男女共同参画ニュース」
（平成29年11月号・11月1日発行）にて
「女性に対する暴力をなくす運動」についての
記事を掲載
配付先：県民､県内男女共同参画センター、関
係機関ほか
発行部数：6,500部
※県立男女共同参画センターのホームペー
ジにて紙面掲出
●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

●県庁舎内における
犯罪被害者週間パ
ネル展の開催：11月
22日(水)～11月30日
(木）[犯罪被害者週
間において性暴力被
害者総合ケアワンス
トップびわ湖
SATOCOの周知を実
施する。]
●犯罪被害者支援
およびSATOCOの周
知の街頭啓発：
11月11日(土)13:00
～15:00　ショッピン
グプラザアピア
11月25日(土)13:00
～15:00 ビバシティ
彦根
11月26日(日)11:00
～12:00 草津イオン
11月27日(月)11:00
～12:00 ピエリ守山
11月28日(火)11:00
～12:00 フォレオ大
津一里山
11月29日(水)7:00～
8:00 JR貴生川駅
11月30日(木)7:30～
8:30 JR近江八幡駅
12月1日(金)11:00～
12:00 平和堂今津店
●男女共同参画セ
ンター図書・資料室
での特設コーナーに
おける情報の掲示や
関連図書特集の実
施および図書・資料
室だよりへの特集記
事の掲載。

●彦根城パープルライト
アップ
＜彦根市主催事業＞
11月13日（月）日没～
21:00

●県広報誌における特集記事の掲載・広報
●県ＨＰによる広報
●メルマガによる情報発信
●県内市町の取組内容一覧の報道機関への
資料提供

●内閣府作成のポスター・リー
フレットの配布及び周知依頼
（県内市町、各種施設、団体
等）、庁舎内にポスター掲示及
びリーフレットの配置
●県庁舎に啓発横断幕の設置
●県立男女共同参画センター
敷地内にのぼり旗の設置

滋賀県
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広報活動

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

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等

の有無）

シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

都道府
県・

政令指定
都市名

その他

奈良県

●DV防止パンフレット及びカー
ドを啓発パネル展で配布
●内閣府作成のポスター、リー
フレットを市町村、関係機関に
配布

●女性に対する暴力防止啓発パネル展実施
10/3～10/9（奈良県立図書情報館)
10/21　（なら・ヒューマンフェスティバル）
11/14～11/21　（イオンモール大和郡山）
10/24～10/27　（県庁屋上ギャラリー）

●奈良県女性センター
（日時11/11～11/25、点
灯式無）
●天理市男女共同参画
プラザ（日時11/7～
11/30、点灯式無）

●「ドメスティック・バイオレンス被害
者支援を考える講座」
・11/17（金）
〔テーマ〕
10代を巻き込む暴力～若者リアル・
デートＤＶ～
〔講師〕松村　徳子さん、風味　良美
さん
（参画ネットなら）
〔場所〕奈良県女性センター
・11/22（水）
〔テーマ〕
「見えない暴力」モラルハラスメント
～支援者に何ができるか～
〔講師〕長谷川　七重さん
（カウンセリングルームはな代表）
〔場所〕奈良県女性センター

和歌山県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを県ＤＶ被害者支援ネッ
トワーク関係機関等へ配布

●広報誌「県民の友」（１１月号）に、『女性に
対する暴力をなくす運動』期間中のキャン
ペーン案内、性暴力とその相談機関について
の情報に関する記事を掲載
●広報ラジオ「県庁だより」により、『女性に対
する暴力をなくす運動』を周知し、相談機関等
を案内する

●和歌山ビッグホエール
のライトアップ（11月11日
～11月25日　日没から21
時）

●りぃぶるフェスタ２０１7においてＤ
Ｖ防止パネル及びデートＤＶについ
ての啓発マンガ、パープルリボンツ
リー等を展示
・日時：１１月１1日（土）
・場所：和歌山ビッグホエール

●男女共同参画セ
ンターに女性への暴
力防止に関する図
書特設コーナーを設
置
パープルリボンツ
リー、メッセージボー
ドを設置
来館者に啓発物品
を配布

鳥取県

●相談機関の電話番号等を記
載した啓発チラシ及びポケット
ティッシュの作成、配布

●県内主要駅、大型ショッピングセンターでの
街頭キャンペーンの実施（県内6箇所）
●大型ショッピングセンター等での啓発パネ
ル展示
●県広報への「女性に対する暴力をなくす運
動」に関する記事掲載

●鳥取駅前太平線「バー
ドハット」のライトアップ
１１月１０日（金）１８時３０
分から２１時まで

島根県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを市町村や関係機関に
おいて掲示、配布する。
●県作成のDV防止啓発チラシ
を街頭キャンペーンで配布する
ほか、市町村や関係機関へ配
布する。

●県庁前電光掲示板による広報啓発
●街頭キャンペーン
　・日時：期間中の１日のうち１時間程度
　・場所：県内１２箇所のショッピングセンター
等
●県庁玄関にのぼり掲示（児童虐待と合わせ
て）
●各警察署に懸垂幕等掲示
●県・警察・市町村等公用車に啓発用マグ
ネットシート貼付

●ＴＳＫ山陰中央テレビ
鉄塔のパープルライト
アップ
　・日時：11月12日、25日
　　　　　　日没～22時

●なくす運動関連行事として、県民
公開講座を実施
・日時：8月17日　10:00～12:00
・会場：島根県民会館　多目的ホー
ル
・テーマ：「知ってる？デートＤＶ～ふ
たりの関係はお互いが安心できる関
係ですか？～」
・講師：ＮＰＯ法人レジリエンス
　　　　西山さつき氏
・参加者数：101名

●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

岡山県

●ＤＶ防止啓発資材（ステッ
カー、相談カード等）の、県内コ
ンビニエンスストア等への設置
●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布

●ラジオ番組を通じた広報啓発
●県男女共同参画推進センターメールマガジ
ンで「女性に対する暴力をなくす運動」につい
て広報

●パープルリボン＆オレ
ンジリボンツリーの設置
11月15日～20日　イオン
モール岡山
11月24日～29日　イオン
モール津山

●パープルライトアップ
の実施
ＯＨＫ岡山放送電波塔
　11月1２日～25日（19日
を除く）
（津山市）本町三丁目商
店街
　11月12日～25日
（津山市）津山城（鶴山公
園）備中櫓
　11月12日～25日（14日
を除く）
（真庭市）旧遷喬尋常小
学校校舎
　11月9日～25日(13～15
日を除く)

●高校等のデートDV防止講演会
【11月20日（月）、11月24日（金）、
11月30日（木）】（県男女共同参画推
進センター）

広島県

●内閣府作成のリーフレット配
布・ポスターの掲示（警察署・交
番等）

●資料展示
広島市まちづくり市民交流プラ
ザ：11/13～11/17，エソール広
島：11/20～11/24
「女性に対する暴力をなくす運
動」に関するポスター等の展示
や女性に対する暴力根絶等に
関する資料の提供

●警察広報紙を活用した啓発 ●防犯教室等各種会合における講
演

●若年層（高校生，
大学生）を対象とし
たデートDV認識度
調査の実施
●ＤＶ防止シンボル
マークの募集
●フードフェスタ等イ
ベント来場者を対象
としたDV認識度調査
の実施
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広報活動

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

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等

の有無）

シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

都道府
県・

政令指定
都市名

その他

山口県

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットの配付

●街頭キャンペーン（啓発グッズの配布）
●県庁内パネル展示
●太陽光発電インフォメーションシステムによ
る広報
●ラジオ広報
●県広報誌による広報

●海峡ゆめタワーパープ
ルライトアップ（11/12）
●下関消防局パープル
ライトアップ（11/12）
●はいからっと！横丁観
覧車パープルライトアッ
プ（11/12、11/25）
●石炭記念館（11/1～
11/26）

●男女共同参画フォーラム内で分科
会を開催（10/28）
「人と人とのよりよい関係～ＤＶにつ
いて考えてみませんか～」
講師：プリベント・Ｌ　代表　松橋　美
惠子氏

徳島県

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布

●街頭キャンペーン
【実施日】平成29年12月4日（月）
【場所】ＪＲ徳島駅前
【内容】ＤＶに関する啓発チラシとおせんべい
の配布

●広報誌への掲載
（小松島市）
１１月発行の「こまつしま広報」に女性に対す
る暴力をなくす運動の啓発記事を掲載予定。
（北島町）
１１月発行の「町報きたじま」に女性に対する
暴力をなくす運動の啓発記事を掲載予定。
（つるぎ町）
広報つるぎ１１月号に「女性に対する暴力をな
くす運動」の期間及び相談窓口について掲載

●ラジオスポット放送による広報

●ときわプラザ（男女共
同参画交流センター）
パープルライトアップ
平成29年11月11日
（土）、点灯式はなし

●『女性・子どもをあらゆる暴力から
守ろう』ＤＶ・児童虐待防止講演会
【講師】桑田道子氏（FLC安心とつな
がりのコミュニティづくりネットワーク
Vi-Project代表、同法人副理事長）
【開催日】平成29年12月4日（月）
【場所】阿波観光ホテル

●ＤＶ防止啓発パネル展
【場所】ときわプラザ（男女共同参画
交流センター）
【実施期間】平成29年11月１日(水)
～11日(土)

●女性に対する暴力をなくす運動パ
ネル展
【場所】ときわプラザ（男女共同参画
交流センター）
【実施期間】平成29年11月12日（日）
～11月25日（土）（11月14日、21日を
除く）

●児童虐待防止・女性に対する暴力
防止啓発パネル展
【場所】阿南市那賀川図書館
【実施期間】平成29年11月14日（火）
～11月28日（火）

●デートＤＶ防止セミナー
期間中　高等学校２校で実施
（11/14，11/16）

香川県

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布

●ラジオ広報RNCラジオ「こんにちは香川県
です」
●県庁ギャラリーにおけるDV防止啓発パネ
ル展
　11月20日（月）～11月24日（金）
●マスコットキャラクターにパープルリボンを
つけた写真をHPに掲載（香川県、さぬき市、
善通寺市）
●商店街街頭キャンペーン
　11月28日（火）
　里親月間（10月）、児童虐待防止月間（11
月）とあわせて行う。

●四国学院大学 礼拝堂
および旧善通寺偕行社
のライトアップ（時期：11
月13日（月）～11月25日
（金））

愛媛県

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの掲示及び関係機関へ
の配布

●県政広報紙
●県政広報ラジオ
●県男女参画・県民協働課メールマガジンで
の広報

高知県

●内閣府作成「女性に対する暴
力をなくす運動」のポスター及
びリーフレットの配布、掲示（庁
内、市町村、関係機関）
●ＤＶ相談カードの作成及び関
係機関（市町村、警察署、支援
団体等）への配布
●民間支援団体との協働によ
る啓発・広報資材の作成、配布
・ＤＶ相談カード作成（女性保護
対策協議会）
・ＤＶ相談カードの配布・掲示依
頼（ソロプチミスト９団体。団体
作成のポケットティッシュに挿入
し、街頭キャンペーンで配布。）
●路線バス車内及び待合所へ
のポスター掲示（11/12～
11/25)

●ラジオによる広報
（RKCの5分対談、原稿読上げ放送）

●高知城のパープルライ
トアップ（11/15～16　日
没から22時。イベント等
は無し。マスコミへの投
げ込み実施。）

●DV防止啓発講演会
　「漂流する少女たち　～私たちにで
きること～」

日時：11月18日（土）13：30～15：30
講師：橘ジュン（ＮＰＯ法人　ＢＯＮD
プロジェクト代表）

主催：（公財）こうち男女共同参画社
会づくり財団、高知地方法務局、高
知県人権擁護委員連合会、高知県
女性保護対策協議会

●ＤＶ被害者支援専
門者研修
（講演）「婦人相談所
と関係機関の連携
～社会福祉の動向
と調査結果から、そ
して、関係者で一緒
に考える～」
（ワークショップ）「連
携ワークショップ～
自組織を知る・伝え
る」

講師：森川美絵氏
（津田塾大学　総合
政策学部　教授）

日時：10月30日（月）
　13:00～16:30
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広報活動

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

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等

の有無）

シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

都道府
県・

政令指定
都市名

その他

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、公共交通機関等（予
定）
●相談窓口ステッカー作成・配
布
配布先：商業施設、コンビニ等
（予定）
●相談窓口カード作成・配布
配布先：県内市町村、男女共同
参画センター、商業施設、大学
等（予定）
●ＤＶ防止啓発リーフレットの作
成・配布
配布先：県内市町村、男女共同
参画センター、警察署等（予定）

●新聞広告（予定）
 　11月中旬頃
●シネアドＣＭ
　 映画館：２ヶ所（予定）
●ビジョンＣＭ
　放映場所：博多シティビジョン
　　　　　　　 ＪＲ博多駅ストリートビジョン

福岡県総合福祉センター
（クローバープラザ）のラ
イトアップ
11月12日～11月26日
（17：00～21:00）

●街頭啓発キャンペーンの実施
　日時：11月14日・１5日
　場所：県内7か所（西鉄福岡（天神）
駅周辺等）
　内容：ＤＶ防止啓発リーフレットを封
入したティッシュを街頭配布
●女性団体によるＤＶ被害者支援募
金活動（パープル＆オレンジリボン
バッジ、パープルリボンバッジの販
売）の実施

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
びリーフレットの配布・周知依頼
（庁内、市町、関係機関、商業
施設）
●ながさき男女共同参画推進
センターだより（特集「女性に対
する暴力をなくす運動」）、相談
カードの配布
・10/29 ながさき国際協力・交
流フェスティバル
・11/11 サッカー「V.ファーレン
長崎」ホームゲーム
・11/15長崎駅前かもめ広場
●相談窓口カードの配布・設置
（市町開催イベント等）※通年

●11/14　NBCラジオ「WITH YOU」
●県広報誌への掲載
●新聞広告への掲載予定
●ホームページ、ツイッター等での広報

●パープルリボンプロジェクト
日時：11月11 日
場所：トランスコスモススタジアム長
崎
サッカー「V.ファーレン長崎」ホーム
ゲーム
内容：DV防止に関するパネル展、ツ
リーの設置、リーフレット配布

●県内センターにて
「パープルリボンを
○○と一緒に記念撮
影しました」運動を実
施予定
写真をホームページ
に掲載、報道機関へ
の情報提供
●信用組合、自衛隊
が設置している電光
掲示板の活用
●啓発用素材の提
供
（市町担当課）

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
と障がい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
フレットを市町村及び関係機関
に配布

○県政広報ラジオ番組を利用した広報
○県ホームページによる広報
○ＮＨＫデータ放送による広報
○地域広報誌による広報
○家庭から暴力をなくす街頭キャンペーン（児
童・障がい者虐待を含む）１１月５日（日）

○女性に対する暴力をなくす運動講
演会
日時：平成２９年１１月１５日（水）
　　　　１３：３０～１６：００
場所：くまもと県民交流館パレア
演題：「見えないデートＤＶの現実」
講師：阿部　真紀　氏
　　（認定ＮＰＯ法人エンパワメントか
ながわ理事長）

大分県

●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
●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

●ホームページ、ラジオ・広報誌、新聞広告に
よる広報
●県内市町村共同による街頭キャンペーン
●市内歩道橋に横断幕設置

●JRおおいたシティ（最
上階）
●セントポルタ中央町
（大分駅側入口・ドーム）

　機関：11月10日～25日

●女性のための護
身術講座
日時：11月11日（土）
　　　13：30～16：30
講師：インパクト東京
代表 森山奈央美 さ
ん
会場：アバンセ 2階
　　　　音楽スタジオ

●佐賀県県民だより11月号へ
の掲載

●佐賀県庁旧館入口の
ライトアップ
日時：11月12日（日）～
　　　 11月25日（土）
　　　 日没から22時10分
まで
　※18日(水）は、サガン
鳥栖ホームゲームのた
め、サガンブルー・ピンク
にライトアップ
　※14日（土）は、世界糖
尿病デーのため、青色に
ライトアップ

●県立男女共同参画セ
ンター・県立生涯学習セ
ンター（アバンセ）北側出
入口のライトアップ
日時：11月12日（日）～
　　　　11月25日（土）
　　　　日没～22時まで

●「平成29年度 女性に対する暴力
防止講演会in小城市」

日時：11月23日（祝・木）13：30～16：
30
開場：小城保健福祉センター「桜楽
館」
内容：
・オープニングイベント
小城市立三日月中学校合唱部によ
る合唱
・講演　宮永奈々美 さん（助産師）
（こころとからだ・光の花クリニック院
長)
「生まれてきてくれてありがとう。あな
たのままで輝いて。」
・講演　白川　美也子 さん
（こころとからだ・光の花クリニック院
長)
「DVにさらされた親子のトラウマ・ケ
ア
～私たちに出来る事～」
●DV防止啓発展示
日時：
①11月8日(水)～15日(水)
　 月～金　8：30～18：00
　 土・日　10：00～17：00
　※8日は10時から
②11月16日(木)～26日(日)
　  火～土　9：00～22：00
    日・祝　9：00～17：00
　※16日は13時から
会場：
①佐賀県庁 1階 県民ホール
②アバンセ 1階 展示ギャラリー

佐賀県
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広報活動

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

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等

の有無）

シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

都道府
県・

政令指定
都市名

その他

宮崎県

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

○パネル展の実施
　県庁本館（11/13～11/19）
  県立図書館（11/21～12/1）
　宮崎市立佐土原図書館（10/3～10/24）
　都農町民図書館（11/6～12/1）
○新聞広告の掲載
○懸垂幕の掲示（県庁舎・デパート）

○県庁本館パープルライ
トアップ（11/20～11/26）
○パープルリボンキャン
ペーン
　日時：11月20日17:30～
　場所：県庁前庭
　内容：女性への暴力防
止キャンペーンのテーマ
ダンス等

○「セクシュアル・ハラスメント講座」
（11月11日）
○「子どもへの性暴力防止のための
研修」（11月24日）

鹿児島県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットの配布
　県庁・市町村・関係団体等

●街頭キャンペーン
　日時：11月12日(日)
　場所：鹿児島中央駅前
　内容：啓発チラシや相談カード等を配布
●パネル展示
　県庁行政庁舎18階展望ロビー
　（１１／１～１１／２５）
　かごしま県民交流センター展示ロビー等
　（１１／１２～１１／２５）
●県政広報媒体等を活用した広報

●アミュラン(ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿
児島屋上観覧車）パープ
ルライトアップ
(11/12,11/25)
●甲突川橋梁(高見橋，
西田橋)のパープルライト
アップ(11/12～25）

●デートＤＶ防止お届けセミナー
　高等学校２校　11/１４,　11/21
　（運動期間外に８校実施）

●暴力被害者支援セミナー
　開催日：11月17 日(金)
　場所：かごしま県民交流センター
　内容： 講話「ＤＶが及ぼす影響
　　　　　　　と必要な支援」
　講師：中田　慶子　氏
　　　　　(ＮＰＯ法人ＤＶ防止ながさき
理事長)

●法律相談
「女性のための法律110番｣
　開催日：11月24日(金）
　場所：かごしま県民交流
　　　　　センター

●ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾘﾎﾞﾝを活用
した啓発活動
県男女共同参画ｾﾝ
ﾀｰが設置されてい
る，かごしま県民交
流ｾﾝﾀｰで働いてい
る職員によるﾊﾟｰﾌﾟﾙ
ﾘﾎﾞﾝ活用やﾊﾟﾈﾙ展
示会場等での配布

沖縄県

●相談窓口案内カードを、県内
コンビニエンスストア（ローソン、
ファミリーマート）へ設置

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットを、県内市町村・学
校等へ配布

●県のホームページ・ラジオ等の広報媒体を
活用した広報

●県庁ホール、男女共同参画セン
ターでパネル展を実施

●男女共同参画センターにおいて一
般県民を対象としたDV問題につい
ての講座等を開催

●男女共同参画センターにおいて職
務関係者へのDV被害者支援研修を
開催

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）

●パネル展の開催
中央区民センター、白石区民センター、厚別
区民センター、新さっぽろアークシティサンピ
アザ１階、豊平区役所、清田区役所、南区民
センター、JR手稲駅通路
●パープルリボンの垂れ幕掲示
男女共同参画センター
●地方総合情報誌にＤＶと性暴力の防止啓
発及び相談窓口案内に関する広告を掲載
●市内映画館においてＤＶと性暴力の防止啓
発及び相談窓口案内に関するコマーシャルを
上映
●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）
●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）及び街
頭啓発
●札幌資料館パープル
ライトアップ（11月12日
17：00～21：00）

仙台市

●ＤＶ防止啓発ポスター及びミ
ニチラシ入りポケットティッシュ
等を作成し、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（南北線・
東西線）に、ＤＶ防止啓発ポス
ターを掲出（11/8～14）
●ＤＶ防止啓発ミニチラシ入り
ポケットティッシュを街頭配布
（場所：①市男女共同参画推進
センター2カ所［入居ビル内及び
周辺路上]②市内サッカースタ
ジアム内）

●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
●地方紙オンラインニュースに、相談窓口周
知のためのバナー広告を掲載
●ＦＭラジオ、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、
ＤＶ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

●ストップ！ＤＶ市民講座の開催（全
4回のうちキャンペーン期間中2回実
施）①「なぜパートナーを殴るのか―
ＤＶ加害者相談・臨床の現場から」、
②「若者たちに届く声と手を持つ―
性暴力・ＤＶに巻き込まれる若年層
への支援」

●通年で開設している仙台
市「女性への暴力相談電
話」に加えて、３日間限定
で、通話料無料の相談電話
窓口を開設

●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

さいたま市

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを、庁内関係課及び各
区役所に設置
●デートＤＶ防止に関する啓発
品を配布予定
●ＤＶ防止に関する啓発ポス
ターや相談カードの展示・配布

●各区役所において、プラズマテレビ等の大
画面においてデートDV未然防止啓発のため
の画像を放映
●大宮駅、土呂駅、大宮公園駅の地図案内
板において、デートDV未然防止啓発のための
画像を放映
●さいたま新都心駅において、大型映像機に
てデートDV未然防止のための画像を放映

●さいたま市男女共同参
画推進センターでのパー
プルリボンキャンペーン
タペストリー展示（Ｗｉｔｈ
Ｙｏｕさいたまの企画）
（11月25日～27 日まで）

●ＤＶ防止セミナーの開催
・日時　平成29年11月25日（土）　13
時30分～15時30分
・会場　さいたま市生涯学習総合セ
ンター　多目的ホール
・行事名：「ＤＶからの回復の道のり
～私なりの歩み方で～」
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広報活動

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

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等

の有無）

シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

都道府
県・

政令指定
都市名

その他

横浜市

●横浜市ＤＶ相談支援センター
案内チラシ、カード、しおりの配
布、配架（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
●横浜市営地下鉄各駅にて
「Charm　～女の子の身を守る
アプリ」のポスター掲示
　11月15日～

●区役所等でのDV防止啓発パネル展示及び
啓発物品の配布
　29年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
●市営地下鉄車内でのＬＥＤ広告掲示（11/12
～11/25）、働く女性向けの情報誌への啓発
記事の掲載（11/10号）
●成人式でのデートDVキャンペーン（配布冊
子へのデートDV防止啓発原稿掲載、大型モ
ニターでの動画放映等）

●横浜市開港記念会館
　11月１日～11月30日
　日没～22時
　※児童虐待防止（オレ
ンジ）と合同
●象の鼻パーク　スク
リーンパネル
　11月13日（パープル）
　11月14日（オレンジ）
　両日とも日没～日の出
●男女共同参画センター
横浜北にてパープルライ
トアップを実施
　11月12日～25日

●男女共同参画セ
ンター横浜、横浜
南、横浜北での関連
図書・ポスターの展
示等
　11月

川崎市

●DV未然防止啓発のしおりを
区役所や市内図書館等に配架
●内閣府作成ポスター及びリー
フレットの市内公共施設での掲
示・配布
●川崎市男女共同参画セン
ターにおいて、インターンシップ
生が九都県市共同キャッチフ
レーズを記載したポスターを作
成

●市広報誌（11月1日号）の人権特集の中で
九都県市共同キャッチフレーズを掲載し、
デートＤＶ未然防止を啓発
●河川情報掲示板・区役所窓口番号表示シ
ステム等に九都県市共同キャッチフレーズを
掲載し、デートＤＶ未然防止を啓発
●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
●川崎市男女共同参画センター情報誌「すく
らむ」に九都県市共同キャッチフレーズを掲載
し、デートDV未然防止を啓発。

●大学、専門学校へのデートDV予
防啓発ワークショップの実施（随時）
●川崎市男女共同参画センターと市
民オンブズマン事務局人権オンブズ
パーソン担当が連携し、高校への
デートDV予防啓発出前講座を実施
（随時）

●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（11/12～
12/16）

相模原市

●内閣府「女性に対する暴力を
なくす運動」ポスター、リーフレッ
トを市役所等公共施設・関係各
施設に配布、掲示
●市公用自動車に「女性に対
する暴力をなくす運動」及びDV
相談窓口周知用のマグネット
シートを貼付

●市広報紙において「女性に対する暴力をな
くす運動」及びDV相談窓口を周知
●地域コミュニティFM局の放送において「女
性に対する暴力をなくす運動」及びDV相談窓
口を周知
●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
●市内駅付近に設置の大型放映機器による
広報の実施（パブリックインフォメーション）
●自治会地域情報紙においてＤＶ相談窓口を
周知

●民生委員・児童委員向けDV被害
者
サポート講座の開催
　日時：11月16日（木）
　　　　 午後2時から午後4時まで
　場所：ウェルネスさがみはら　７階
　　　　　視聴覚室

●市役所本庁舎に
「女性に対する暴力
をなくす運動」横断
幕を掲出
●市内コンビニエン
スストア（セブン-イレ
ブン）*での啓発物品
の配架*一部対象外
店舗あり
●市内にある中学校
と高校に通う中学３
年生と高校１年生を
対象にデートＤＶ防
止のための啓発カー
ドを配布

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
センターのリ-フレット・カードを
区役所等関係課及び関係機関
へ配布
●ＤＶ相談窓口の周知を図るた
め，成人式で啓発チラシを配布

●市の広報誌や情報啓発紙等での「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

●江南区文化会館パー
プルライトアップ（１１月１
２日（日)～１６日（木)　日
没～22時・点灯式無）
●商業施設NEXT21の1
階アトリウム及び新潟市
男女共同参画推進セン
ター「アルザにいがた」で
のパープルライトアップツ
リーの設置(１１月１１日
（土）～２４日(金))

●市内の高等学校等におけるデート
DV防止セミナーの開催（随時）

●市立中央図書館
「ほんぽーと」内に専
用展示コーナーを設
置し，関連図書及び
新潟市配偶者暴力
相談支援センターの
案内パネルの展示
（１１月2日(木)～12
月５日(火）)

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

●千葉県との共催による「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15日（水）14:00～16:00
場所：そごう千葉店前広場
●オレンジリボン・パープルリボンのツリーキ
ルトの掲出
日時：女性に対する暴力をなくす運動期間中
　　　　（11月12日～25日）
場所：千葉市ハーモニープラザ

●ＤＶ関連資料展示：ガマンしていま
せんか？生活の中の「暴力」「ハラス
メント」
●配偶者からの暴力に関するデータ
及びポスター展示
開催期間：10月1日（日）～12月28日
（木）
場所：千葉市男女共同参画センター

●女性のためのエンパワメント連続
講座（全3回）
日時：10月28日、11月4日、18日
13:30～16:00
場所：千葉市男女共同参画センター

●おやこのための護身術体験（出張
講座）
日時：12月2日（土）13:30～15:00
場所：千葉市千城台コミュニティセン
ター

●女性のためのＤＶ・児童虐待予防
セミナー（千葉県と共催）
日時：11月16日（木）11:00～12:00
場所：きぼーる３階（千葉市子ども交
流館ｱﾘｰﾅ）
講師：赤星たみこ（漫画家・エッセイ
スト）　　　　　　　　「幸せ夫婦リメイク
講座～不幸予防はじめませんか？」
●男性のためのＤＶ・児童虐待予防
セミナー（千葉県と共催）
日時：11月17日（金）18:30～19:30
場所：千葉商工会議所
講師：昭和学院短期大学　准教授
松野　真「ＤＶ・児童虐待の概要と助
言の留意点」「「ＤＶなんて他人事」に
ひそむ危険」
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広報活動

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

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等

の有無）

シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

都道府
県・

政令指定
都市名

その他

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（静岡市役所新館１
階）
●市庁舎に啓発横断幕を設置（静岡県と合
同）
●各区役所案内モニターを用いた広報の実
施
●広報「静岡気分」11月号での広報の実施
●清水エスパルスホームゲームでの、オーロ
ラビジョンを活用した啓発　日時：11月18日
（時間未定）場所：IAIスタジアム日本平（対コ
ンサドーレ札幌戦）

●駿府城公園坤櫓（ひつ
じさるやぐら）パープルラ
イトアップ　日時：11月10
日～26日（日没～22時）
日没時に自動点灯　※点
灯式は無し

●One Billion Rising運動
の一環として世界各地で
踊られている「Break  the
Chain」のダンスを市民と
共に踊るイベントの開催
日時：11月23日（13:00～
14:00）
場所：静岡駅北口地下イ
ベントスペース
（主催：静岡市女性会館）

●講演会「いい夫婦の日」に向き合
う私たちの関係～ひょっとしてモラハ
ラ～？
日時：11月22日（10：00～12：00）
場所：静岡市女性会館（主催：静岡
市女性会館）

●講演会「男もつらいよ！？～男性
相談の現場から～」
日時：11月12日（14：00～16：00）
場所：静岡市女性会館（主催：メン
ズ・サポート・しずおか/共催：静岡市
男女参画・多文化共生課）

●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
（主催：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

浜松市

●バス、電車内の電光掲示板における広報 ●庁内でのＤＶに関
するパネル展示
●浜松市マスコット
キャラクター「出世大
名 家康くん」、「出世
法師 直虎ちゃん」が
パープルリボンを着
用し、ＮＡＯＴＯＲＡ女
性サミットの開催に
合わせ、啓発活動を
行う。

名古屋市

●STOP the 児童虐待＆ＤＶコ
ラボポスターの配布、掲示
（主な掲示場所：区役所、支所、
生涯学習センター、保健所、図
書館、高校、大学など）
・地下壁面広告（電飾看板）へ
のコラボポスターの掲示
・市職員のコラボバッジの着用
●ＤＶ防止啓発カードの配布
　（主な配布先：区役所、支所、
生涯学習センター、保健所、市
内のサークルＫサンクス店舗
等）

●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

●名古屋テレビ塔、東山
スカイタワーパープルラ
イトアップ（１１／１２）
●コラボリボンツリーの
設置（４か所）

京都市

●内閣府「女性に対する暴力
をなくす運動」ポスター,
リーフレットを男女共同参画
センター，市役所内関係局,
各区役所等に掲示・配布
●本庁舎，各区役所・支所で
のパネル展示とあわせて，Ｄ
Ｖ相談支援カード，ＤＶ予防
啓発リーフレット等を配布

●広報紙「市民しんぶん」区版（11/15号）によ
る広報　　　　　　　　　　　　　　　※全戸配布
●電光掲示板・市役所内テレビモニターによ
る広報
●パネル展示※市役所及び全区役所・支所
（11区3支所）
●市役所庁内放送による広報
●男女共同参画センターで，ＤＶ予防の情報
コーナーの設置，パープルリボン・ツリーの設
置など

●京都府と共催で京都タ
ワーのパープルライト
アップ及び啓発イベント
の開催（11月13日）

●関係団体との共催でDV被害者支
援のためのシンポジウムの開催
（12月15日）

大阪市

○内閣府ポスター掲示
区役所等

○大阪市立男女共同参画センター（クレオ大
阪）ホームページに掲載

○大阪市市民局ホームページ、FsceBookに
掲載

○通天閣ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾗｲﾄｱｯﾌﾟ
11月12日（日）日没後
※大阪府と共催

○梅田NU茶屋町近辺
11月15日（水）
11：30～12：30
街頭啓発の実施

○大阪市男女共同参画普及啓発事
業ワークショップ
「知っていますか？ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚ
ﾝｽ」

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

●街頭啓発活動（ＤＶ相談窓口
カード、啓発チラシ等の配布
11/1（水）実施）

●「女性に対する暴力をなくす運動パネル展」
の展示 （10/31～11/12 市役所高層館１階エ
ントランス・フロア ）
　（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（11/1～30)
●市役所庁内放送による啓発
●懸垂幕の掲出（11/1～30 市役所本館・各
区役所・女性センター）
●公用車にオレンジリボン・パープルリボンの
広報磁気シート貼付（11/1～30）
●プロバレーボールクラブチーム・堺ブレイ
ザーズのホームゲームでの啓発物配布、ユ
二フォームへの啓発シール着用、試合会場で
のアナウンス
●市職員名札への啓発バッジの貼付
●市のマスコットキャラクターのパープルリボ
ン着用

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。
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広報活動

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

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等

の有無）

シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

都道府
県・

政令指定
都市名

その他

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（11/16～23）

●パープルリボンキャンペーン：ＤＶ防止や相
談機関の周知、啓発を図るため、啓発グッズ
等を配布し、女性に対する暴力防止を呼びか
ける。（※啓発グッズに、市民ボランティアに
よって作製されたパープルリボンバッジをつけ
て配布。）

●神戸ポートタワー、Ｍ
ＯＳＡＩＣ観覧車のライト
アップ（11月11日（土）日
没～22時）
●フラワーロード、ＢＥ
KOBEのモニュメント、明
石海峡大橋ライトアップ
（11月12日（日）日没～22
時）
●オレンジリボンとの合
同キャンペーン：すきっぷ
フェスタにおいてブース
展開し、パープルリボン
の啓発グッズの配布等を
行う。（11月12日（日）11
時～16時）（※児童虐待
週間との合同行事）

●ＤＶ防止セミナー
11月15日（水）13時30分～15時30分
「ＤＶと子ども虐待～トラウマの連鎖
を絶つために～」
講師：竹之下 雅代氏（ウィメンズカウ
ンセリング京都フェミニストカウンセ
ラー）

岡山市

●内閣府作成ポスター及びリー
フレットの掲示、配布
●ＤＶ相談カードを設置
●11月開催の各種イベントにて
リーフレット、ＤＶ相談カード、Ｄ
Ｖ防止啓発グッズ（クリアファイ
ル）を配布

●11/6(月）午前11
時～午後1時 岡山
市役所1階市民ホー
ルにてＤＶ防止啓発
パネル展＆バザーを
開催
（主催：ＤＶ防止サ
ポートシステムをつ
なぐ会・岡山）

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

●街頭啓発活動（女性団体と合同で実施）
　　広島駅南口広場（11月13日・14時～15時）
　　八丁堀交差点周辺（11月25日・13時～14
時）
●区役所等でのデートＤＶ防止啓発パネル展
示（11月10日～27日）
●広島県との連携資料展示
・広島市まちづくり市民交流プラザ：11/13～
11/17
・エソール広島：11/20～11/24

●パープルライトアップ
　広島駅南口エールエー
ルA館（11月18日～19
日・日没後～22時）
　広島本通商店街アー
ケード（11月24日～25
日・日没後～22時）

北九州市

●内閣府作成のポスター掲示
●相談窓口カードを関係機関窓
口に配布・設置

●男女共同参画センター・ムーブにおける女性への
暴力に関するパネル展示「デートＤＶについて知ろ
う」（11月12日～30日）
●内閣府女性に対する暴力をなくす運動「女性への
暴力ゼロ運動」ののぼり設置
●女性への暴力ゼロ！ホットラインの報道投げ込み
等、マスコミからの取材、報道
●街頭啓発キャンペーンにて、チラシ、ノベルティ配
布（11月15日）
●新聞、フリーペーパーでのＤＶ及びデートＤＶに関
する予防啓発広告の掲載

●男女共同参画セン
ター・ムーブにてパープ
ルライトアップを実施
　11月12日～25日

●女性への暴力ゼロ運動特別講座
「ＤＶ問題を考える『若者の性を知ろ
う!』」
「ＡＶ出演強要・ＪＫビジネスの彼女
たち」講師：宮本節子氏・角田由紀子
氏（11月4日）

●女性への暴力ゼロ！ホッ
トライン　共催：福岡県弁護
士会北九州部会（11月21
日）

●ムーブ相談室：女
性の人権に関する
無料法律相談
毎月第2火曜、第3土
曜、第4水曜
●レディスやはた・レ
ディスもじ：女性のた
めの相談室　毎月第
3，4水曜

福岡市

●内閣府作成のポスター・リー
フレットの掲示・配布
●地下鉄掲示板に内閣府ポス
ター掲示（予定）

●市庁舎デジタルサイネージにて運動期間の
広報

●講演会
平成29年11月13日（月）14：00～16：
00
福岡市男女共同参画推進センター
ホール
テーマ：「加害者の足抜け支援から
見たＤＶ・ストーカー事件～ＤＶ・ス
トーカーの現状と解決への道筋～」
講師：小早川明子氏（ＮＰＯヒューマ
ニティ）
●講演会
平成29年11月25日（土）13：30～15：
30
福岡市男女共同参画推進センター
女性の人生サポート講座
テーマ： ＤＶ・ストーカー・性暴力～
異性間に限らず起こり得る問題～
講師：柏熊志薫（弁護士）

熊本市

●庁舎内、関係施設へのポス
ター掲示、リーフレットの配布・
設置

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

●くまもと森都心パープ
ルライトアップ（11月12～
25日）

●男女共同参画セ
ンターはあもにい及
び市役所１階ロビー
において、パープル
リボンツリーの掲出
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