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・報告があった市についてのみ掲載しています。

政令指定都市 行事、広報啓発活動 実施予定時期 内容 URL等

男女共同参画パネル展 【中央区】
6月23日（木）～6月29日（水）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況を
踏まえ、中止の可能性有
【北区】
6月23日（木）～6月29日（水）
【豊平】
6月23日（木）～6月29日（水）
【西区】
6月23日（木）～6月29日（水）
【手稲区】
6月23日（木）～6月30日（木）
【清田区】
6月23日（木）～6月29日（水）

区役所・区民センター、イオン西岡店内（予定（豊平区））などで男女共
同参画に関するパネル展を実施。

男女共同参画に関する懸垂幕等の掲示 【北区】
6月23日（木）～6月29日（水）
【東区】
6月23日（木）～6月29日（水）
【西区】
6月23日（木）～6月29日（水）
【手稲区】
6月23日（木）～6月30日（木）

区役所・区民センター等の外壁に男女共同参画に関する標語を記載し
た懸垂幕等を掲出

男女共同参画週間に係るデジタルサイネージ広告の掲出 【白石区】
6月23日（木）～6月29日（水）

白石区複合庁舎内のモニター４カ所に男女共同参画に係るデジタルサ
イネージ広告を出し、啓発を図る。

男女共同参画ロビー啓発 【清田区】
6月23日（木）～6月29日（水）

清田区役所ロビーのデジタルサイネージにおいて啓発動画を放映す
る。

厚別トモカジパネル展 【厚別区】
6月22日（水）～6月24日（金）

サンピアザ光の広場でトモカジを中心としたパネル展を開催する。
（トモカジ：男性の家事・育児の参加や女性の家事負担軽減を促進する
ため、夫婦や家族がともに家事を楽しむこと）

https://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/oshi
rase/danjo.html

令和４年度厚別トモカジ写真展 【厚別区】
作品応募期間：6月23日（木）～7月21日
（木）
写真展実施期間：7月27日（水）～8月10日
（水）

厚別区ホームページ、区役所１階ロビー展示コーナーで家族全員で育
児もしくは家事を行っている写真を募集し、応募作品による写真展を開
催する。写真展の開催と併せて、観覧者には投票を行ってもらい、入賞
者には景品を贈呈する。

https://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/oshi
rase/danjo.html

男女共同参画週間ポスター掲示 【南区】
6月23日（木）～6月29日（水）

南区役所庁舎内や真駒内駅構内掲示板へのポスター掲示する。

関連パンフレットの配架 【南区】
6月23日（木）～6月29日（水）

Smile Sharing Book（スマイルシェアリングブック）Vol.3「これからのMen’
s Style」の配架。

都道府県版ジェンダーギャップ指数を読む会 【札幌市男女共同参画センター】
6月29日（水）

都道府県版ジェンダーギャップ指数についての情報提供と参加者同士
でのグループワークを行う。

SDGs啓発展示「男女共同参画週間」 【札幌市男女共同参画センター】
6月13日（月）～6月29日（水）

情報センターにて、男女共同参画週間にちなんだ図書やポスターの展
示を行う。

エルプラ・シネマ～マダム・イン・ニューヨーク～ 【札幌市男女共同参画センター】
6月21日（火）

情報センターにて、男女共同参画週間にちなんで、女性の社会参画を
題材にした映画の上映会を行う。

男女共同参画に関する懸垂幕の掲出 6月6日（月）～6月21日（火） 仙台市男女共同参画推進センター（エル・ソーラ仙台）が入居している
アエルビルの外壁面に、男女共同参画週間を周知する懸垂幕を掲出
する。

男女共同参画週間関連展示 6月14日（火）～7月10日（日） 仙台市男女共同参画推進センター エル・パーク仙台のエントランス及
びエル・ソーラ仙台の研修室ロビーにて、日本のジェンダー平等の現状
を紹介するポスターやパネルの展示を行う。

男女共同参画週間関連ピックアップ図書展示 6月14日（火）～7月10日（日） 仙台市男女共同参画推進センター エル・ソーラ仙台の市民交流・図書
資料スペースにて、日本のジェンダー平等の現状を紹介する図書等の
展示を行う。

さいたま市

男女共同参画週間記念事業 ６月１日（水）～６月29日（水） 男女共同参画に関する講演
（オンデマンド配信）
●テーマ
「モヤモヤを行動に！若者から日本社会を変えていく」

https://www.city.saitama.jp/006/010/002/0
04/p088596.html

情報誌「ＫＯＵＺＡＮＥＷＳ」６－８月号への掲載 6月上旬 男女共同参画週間の周知 https://www.chp.or.jp/danjo/

ホームページ・ツイッターを利用した広報 6月中 千葉市男女共同参画センターホームページ・ツイッターを利用した広報 https://www.chp.or.jp/danjo/

男女共同参画週間ポスター掲示 6月中 千葉市男女共同参画センター内において男女共同参画週間ポスター
の掲示をはじめとした関連パネルの掲示

女性のための就職応援講座
再就職に向けてのリスタート

6月10日（金）～6月24日（金） 自分らしい働き方の実現を目指す講座
会場：千葉市男女共同参画センターセミナールーム／マザーズハロー
ワークちば

https://www.chp.or.jp/danjo/

男女共同参画講座
男性の生きづらさから考える、男らしさのはなし

6月19日（日）～7月9日（土） くらしの中で「男ならこうあるべき」とされることへの違和感の正体につ
いて学ぶ
会場：オンライン　他

https://www.chp.or.jp/danjo/

男女共同参画関連展示
「男性の生きづらさ」について考えてみよう

6月3日（金）～7月6日（水） 「男性の生きづらさ」をテーマとした情報展示
会場：千葉市男女共同参画センター情報展示コーナー

https://www.chp.or.jp/danjo/

おやこのじかん　いっしょ　いっしょ 6月25日（土） 親子特に父親と子どもとのふれあいの時間を持つ場の提供
会場千葉市男女共同参画センターワークルーム

https://www.chp.or.jp/danjo/

ハーモニーサロン×映像セミナー
映画「わたしのヒーロー」を観て、子育てしやすい社会につ
いて話してみませんか

6月25日（土） 映像資料を観て参加者同士がテーマについて語り合う
会場：千葉市蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館講習室

https://www.chp.or.jp/danjo/

男女共同参画週間関連図書展示 ６月23日（木）～６月29日（水） 男女共同参画センター横浜、センター横浜南
男女共同参画についての関連図書をライブラリや特設コーナーで展

男女共同参画週間ポスターと図書展示
「女性と仕事」（仮）

６月21日（火）～６月30日（木） 男女共同参画センター横浜北
特設コーナーで国内・海外の「女性と仕事」広報用ポスターと関連図書

男女共同参画週間イベント　 映画上映「パッドマン～5億人
の女性を救った男～」

６月25日（土） 男女共同参画センター横浜北
現代のインドで安価な“生理用品”の開発に奔走した男性の実話を元に
した映画を上映。

https://www.women.city.yokohama.jp/a/eve
nt/24235/

～「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ～横浜市第５
次男女共同参画行動計画の推進－６月23日から29日は男
女共同参画週間です－（仮）

６月16日（月）～ 横浜市の男女共同参画に関する施策の一部（よこはまグットバランス
賞、女性トップマネジメント養成セミナー、デートＤＶモデル事業等）を記
者発表にて紹介。

男女共同参画週間ポスターの掲示 未定 市庁舎内のデジタルサイネージに内閣府作成の令和４年度男女共同
参画週間のポスターを掲示。

広報活動（啓発パネル展示） (1)6月13日(月)～6月17日(金)
(2)6月21日(火)～6月24日(金)
(3)6月27日(月)～6月30日(木)

内容：
川崎市男女共同参画センター（愛称：すくらむ21）の施設紹介及び各種
事業の紹介、男女平等施策の推進を目的とした各種啓発を行う広報を
行います。
場所：
(1)高津区役所
(2)多摩区役所
(3)市役所第3庁舎
※(3)市役所第３庁舎では「性暴力防止」をテーマにした特別写真展を
開催します。

【川崎市ホームページ】
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/000
0118084.html

【川崎市川崎市男女共同参画センターホー
ムページ】
https://www.scrum21.or.jp/project/promot
e_week

すくらむ２１まつり 6月26日（日） すくらむ２１を会場に、市内で活動する団体やグループなどが、出店、
講座、ステージ発表などを行うイベントです。午後のホールは、世界各
地で踊られている女性への暴力防止啓発ダンス「Break The Chain」を
地域の団体に踊っていただく企画を予定しています。

https://www.scrum21.or.jp/project/event/

フラワーデモを知っていますか
～女性への暴力をなくすために～
（すくらむ21まつり講座）

6月26日（日） すくらむ２１を会場に、市民活動団体による川崎のフラワーデモの主催
者から話を聞き交流します。

なないろほたる交流会 in すくらむ
～みんなで一般社会の性別について考えよう～
（すくらむ21まつり講座）

6月26日（日） すくらむ２１を会場に、市民活動団体によるセクシュアルマイノリティ当
事者との交流、情報提供を行います。

基幹図書館テーマ展示 6月6日（月）～7月6日（水） 基幹図書館での男女共同参画関連図書や資料の展示

庁内放送・市政情報モニター放映 6月16日（木）～6月30日（木） 本庁舎・区役所庁舎での職員及び来庁者への男女共同参画週間の周
知パネル展示 6月20日（月）～6月30日（木） 中央区役所が入居するビルのエントランスホールでパネル展示、リーフ
レットなどの配布

広報紙への掲載 6月19日（日） 男女共同参画週間の周知

懸垂幕掲示 6月17日（金）～6月30日（木） 場所：新潟市役所

男女共同参画週間PR 6月23日（木）～6月29日（水） ・男女共同参画週間PR展示
（静岡市役所清水庁舎）
・男女共同参画週間PR横断幕掲揚
（静岡市役所静岡庁舎）

露の団姫さんから学ぶ「ジェンダー川柳」入門 5月17日（火）　10：00～12：00 落語家の露の団姫さんから、川柳とジェンダーについて学ぶ。 https://aicel21.jp/seminar/0517/

あなたが選ぶ男女共同参画（ジェンダー）川柳大募集 募集：4月4日（月）～5月25日（水）
展示：6月15日（水）～7月6日（水）

令和版「ジェンダー川柳」を募集。入選作品を選考後、有識者及び一般
投票にて優秀作品を決定。
展示会場：静岡市女性会館（アイセル21）2F ギャラリー

https://aicel21.jp/seminar/0404/

2022男女共同参画おすすめBOOK 6月1日（水）～　6月30日（土） 静岡市女性会館図書コーナーにて男女共同参画に関する図書の企画
展示

  

https://library.aicel21.city.shizuoka.lg.jp/find
er/
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男女共同参画週間パネル展示 6月23日（木）～6月29日（水） 市役所本館1階ロビーにて、男女共同参画の推進にかかる啓発パネル
展示を行う。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/jos
e/suishin/danjosyukan.html

令和4年度 男女共同参画フェスタ 6月26日（日） あいホールにて、市内の女性団体、男女共同参画推進団体（あいゆう
ねっと）及び市民を対象に、講演会・パネルトーク・交流会を開催する。

https://ai-
hall.com/events/genderequality20220626/

2022男女共同参画おすすめBOOK 6月1日（水）～6月30日（木） あいホール図書コーナーにて、静岡県下の男女共同参画推進センター
図書担当のおすすめ本の中から、あいホールが所蔵するおすすめ本を
展示する。

特別講演会「女性のからだについて知ってほしいこと～自
分がどんな人生を送るか、自分自身で決められる～」

6月4日（土） 講師の高尾美穂さん（産婦人科医師・スポーツドクター・ヨガ講師）か
ら、知ってほしい女性の心の不調とホルモンとの関係や安定した心の
持ち方など、私たちの人生をよりよいものに変えていくヒントについての
講演。

https://e-able-nagoya.jp/lec/16719/

イーブルなごや・フェスティバル2022
紙面で発信！～心あわせて　つながろう～

5月27日（金）～6月30日（木） イーブルなごや（名古屋市男女平等参画推進センター・名古屋市女性
会館）を拠点に活動しているグループが活動の内容や様子を紙面で発
信する「2分の1 B紙展示」や、イーブルなごやや 男女共同参画週間に
ちなんだクイズラリーを実施。

https://e-able-nagoya.jp/topics/17343/

女性の権利１１０番 6月28日（火） 愛知県弁護士会と共催で実施。弁護士とイーブルなごや相談室専門相
談員が電話相談と面接相談を実施

https://e-able-nagoya.jp/topics/15117/

懸垂幕・横断幕の掲示（各区役所・支所） 6月1日（水）～6月30日（木） 市内全16区役所・6支所に男女参画に関する懸垂幕・横断幕を掲示

庁内放送 6月23日（木）～6月29日（水） 職員及び来庁者に男女共同参画週間の周知を図る

市広報誌「広報なごや」へ掲載 市広報に男女共同参画週間の広報啓発の記事を掲載 https://www.city.nagoya.jp/kurashi/categor
y/262-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html

市公式LINE@ 6月22日（水） 市公式LINE＠のホーム画面で男女共同参画週間についての記事を配
信

男女共同参画週間パネル展 6月16日（木）～6月30日（木） 国や京都市が実施する「男女共同参画」「家族や家庭生活のあり方」等
に関する意識調査や統計から、男女共同参画と関係が深いデータを紹
介する。

https://www.wings-kyoto.jp/

図書情報室ブックフェア 6月2日（木）～6月30日（木） 京都市男女共同参画センターの図書情報室において、今年度の男女
共同参画週間のキャッチフレーズに沿った資料を紹介する。

https://www.wings-kyoto.jp/

男女共同参画関連テーマ展示 6月上旬～6月下旬 京都市内の9図書館（右京中央、醍醐中央、左京、岩倉、山科、久世、
向島、醍醐、こどもみらい）において、男女共同参画関連のテーマ展示
を行います。

市内各所における電光掲示板 6月21日（月）～6月27日（日） JR京都駅前、ゼスト御池（ショッピングモール）の電光掲示板において、
男女共同参画週間の周知・啓発を実施する。

庁内放送 6月23日（水）午後　１回 京都市役所において、男女共同参画週間に係る庁内放送を実施する
ことで、周知・啓発を図る。

パネル展示 6月23日（水）～6月29日（火） 京都市役所西庁舎ショーケースにおいて、男女共同参画に係る啓発パ
ネルを展示する。

「男女共同参画週間」展示 ６月23日（木）～６月29日（水） 大阪市役所玄関ロビーにおいて、男女共同参画に関する普及啓発の
展示を実施する。

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0
000567563.html

庁内放送 ６月23日（木）～６月29日（水） 市役所で男女共同参画週間にかかる庁内放送を実施することで，周
知・啓発を図る。

堺市
男女共同参画週間事業 6月17日（金）～6月29日（水） 懸垂幕の掲出

パネル展示
場所：堺市立男女共同参画センター

さんかくウイーク2022 6月14日（火）～7月 4日（月） 男女共同参画にむけた様々な取り組みを行う。 https://www.city.okayama.jp/kurashi/00000
36354.html

さんかくウイーク2022記念イベント
天達武史さん講演会

6月19日（日） 演題：教えて天達さん！「気象と防災のおはなし」～男女共同参画の視
点を交えて～

https://www.city.okayama.jp/kurashi/00000
36354.html

啓発パネル展示 6月～7月 男女共同参画推進に関する啓発パネルを区役所及び広島市男女共同
参画推進センター等で展示

大型映像表示装置によるＰＲ 6月～7月 男女共同参画推進について、広島駅南口地下広場の大型映像表示装
置によるＰＲを実施

広島市男女共同参画推進事業者表彰表彰式 6月29日（水） 職場での男女共同参画を一層推進するため、女性の能力発揮や職域
拡大、仕事と家庭や子育て・地域活動に両立支援などに取り組んでい
る事業者を表彰

パネル展示
6月1日（水）～6月30日（木） ムーブ正面玄関横スペースにて

男女共同参画啓発パネル「未来をひらくあなたに」の掲示
https://www.kitakyu-
move.jp/soudancat/consult-others-panel

女性の権利ホットライン
6月23日（木）10:00～16:00 福岡県弁護士会との共催で女性への人権侵害問題に対し、弁護士が

電話で相談に応じる。
https://www.kitakyu-
move.jp/soudan/8930.html

北九州市

浜松市

京都市

岡山市

広島市

名古屋市

大阪市
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