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【青森市】
カダール映画の日2022vol.2～男女共同参画週間によせて
～
「ベアテの贈り物」「パパ、ママをぶたないで！」

6月23日（木）
10:00～12:00
13:30～15:30
18:00～20:00

無料映画上映会（3回上映）
場所　カダールAV多機能ホール

https://www.kadar-acor.jp/

【青森市】パパのための絵本読み聞かせ講座 6月24日（金）
19:00～20:00

プロの手ほどきを受けて,パパもお家の読み聞かせ隊長になる講座
場所　カダール　小会議室

【青森市】
アコール階段ギャラリー
大川伴子写真展「Pink＆Yellwo」

6月2日（木）～6月29日（水）
9:00～21:00

写真作品を展示
場所　アコール　階段ギャラリー

【青森市】
男女共同参画週間キャッチフレーズ掲示

5月中旬～6月30日（木） キャッチフレーズを施設内に掲示
場所　カダール　常設ボード
　　　　アコール　玄関ホール

【八戸市】
イベントでの男女共同参画ブース設置

6月26日（日） 「はちのへホコテン」に男女共同参画に関するブースを設置し、パネル
アンケート及びポスターの展示等を実施する。
場所：八戸市中心街

【八戸市】
男女共同参画週間について市広報へ掲載

5月20日（金） 市広報に男女共同参画週間に関する記事を掲載
（広報はちのへ6月号：5月20日発行）

【八戸市】
男女共同参画に関する図書の展示・貸出

6月15日（水）～7月18日（月） 男女共同参画に関する図書の展示・貸出
場所：八戸市立図書館

【五所川原市】
男女共同参画に関する掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 市役所本庁舎や病院等で男女共同参画に関するポスター等の展示を
行う

【五所川原市】
男女共同参画週間について市広報へ掲載

5月25日（水） 市の広報へ男女共同参画週間についての記事を掲載（広報ごしょがわ
ら6月号：5月25日発行）

【三沢市】
男女共同参画事業「ファイナンシャルプランナーに学ぶ！人
生100年時代をゆるくながく生きるためのマネーセミナー」

６月１８日（土） 三沢市国際交流教育センターにおいて、人生100年時代を見据え、豊
かで自由な老後を不安なく過ごすために、働き盛りからシニア世代まで
の男女が共に今から備える資産形成について考えるきっかけづくりを
目的とした市民向けセミナー

【むつ市】
男女共同参画週間に係る啓発活動

６月２３日（木）～６月２９日（水） むつ市役所本庁舎にて啓発パネルの掲示
むつ市立図書館にて特設コーナーの設置及び啓発図書の貸し出し

【おいらせ町】
おいらせ町男女共同参画セミナー

6月14日（火） 青森県立百石高等学校　第一体育館
対象：百石高等学校　全校生徒
テーマ：男女共同参画セミナー「気づくことからはじめるジェンダー平
等」
性別による思い込みやイメージにとらわれ、将来の選択肢を狭めること
がないように、若い世代の男女共同参画意識の定着を目指す。

【田子町】
男女共同参画意識啓発「パネル・図書の展示」

6月24日（金）～7月17日（日） 男女共同参画に関するパネル展示、図書の展示・貸出。
場所：田子町立図書館

【青森県男女共同参画センター】
みんなで考える男女共同参画

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画に関連した図書のテーマ展示・
パネル展示・チラシ配布
会場：アピオあおもり情報ライブラリー
エントランス

【青森県男女共同参画センター】
離婚に関する法律講座
法律を知って前向きに生きよう

6月23日（木）10：00～12：00 離婚に伴う諸問題について、女性弁護士が
わかりやすく説明。
会場：三沢市公会堂

http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/new
s/soudan0623/

【青森県男女共同参画センター】
オリジナルソング「colorful world」自由に、歌って、踊って、
演奏して、SNSにアップ！

6月23日（木）～2月28日（火） ジェンダー平等をテーマとして作成したオリジナルソング「colorful 
world」を題材とした歌・ダンス・演奏を募集。

https://www.youtube.com/channel/UCDtoF
Natn7RTzaasDu2wrTg

いわて男女共同参画フェスティバル2022 6月11日(土) いわて県民情報交流センター　
（アイーナ）において、いわて男女共同参画社会づくり表彰、基調講演、
展示により男女共同参画づくりの普及啓発を行う。

https://www.aiina.jp/site/danjo/

いわて男女共同参画推進月間啓発パネル展 6月15日(水)～6月17日（金） イオンモール盛岡において、男女共同参画に係るパネル展を実施。
【盛岡市】
男女共同参画週間パネル展

6月3日（金）～7月10日（日） 男女共同参画に関するパネルや資料の展示
※盛岡市役所　6/3～6/16
※西部公民館　6/28～7/10

http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/sh
iminkatsudo/sankaku/1016163.html

【盛岡市】
男女共同参画週間もりおか展２０２２

6月17日（金）～6月23日(木) 男女共同参画に関するパネルや資料の展示
男女共同参画に関するDVDの上映
※おでってホール(プラザおでって３階)

http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/sh
iminkatsudo/sankaku/1001889.html

【宮古市】
男女共同参画展

6月15日（水）～6月29日（水） ①男女共同参画に関する資料等の展示（市民交流センター１階情報プ
ラザ）
②男女共同参画に関する図書の紹介および貸出（宮古市立図書館１
階 ビ ）

https://www.city.miyako.iwate.jp/seikatu/fla
tpia_miyako_2.html

【宮古市】
映像による意識醸成フォーラム
「ベアテの贈りもの」上映会

6月27日(月)
①10時～12時
②18時30分～20時30分

映画上映とシネマトーク
（市民交流センター２階多目的ホール）

https://www.city.miyako.iwate.jp/seikatu/fla
tpia_miyako_2.html

【宮古市】
広報みやこへの記事掲載

6月15日号 男女共同参画週間について周知

【大船渡市】
男女共同参画関連図書展

6月10日（金）～
6月30日（木）
※休館日：火曜日
平日　　　　9時～19時　
土日祝日　9時～17時

大船渡市立図書館において、男女共同参画に関連する図書展を開催
する。併せて啓発パネルの展示や関連リーフレットの配架などを行う。
※開催について、市ホームページ、広報紙、SNSなどに掲載。

https://www.city.ofunato.iwate.jp/soshiki/d
anjyo/19962.html

【花巻市】
広報紙掲載

6月15日号 男女共同参画社会についての啓発、花巻市男女共同参画推進員の活
動紹介、男女共同参画出前講座の紹介、男女共同参画関連図書の紹

【花巻市】
ラジオ広報

6月9日（木）～6月10日（金） えふえむ花巻「こちら花巻市役所情報局」において男女共同参画社会
についての啓発、男女共同参画推進員の活動紹介等

【北上市】
市の広報紙「広報きたかみ」掲載

5月27日（金） 広報きたかみにおいて、いわて男女共同参画推進月間について周知

【久慈市】
「広報くじ」掲載

6月15日（水） 広報くじ6/15号において、女性のスペース・ミモザ久慈サロンの開催を
周知

【二戸市】
広報にのへ6月15日号

6月15日（水）発行 市広報紙において、男女共同参画週間（内閣府）、いわて男女共同参
画月間（岩手県）などについて紹介する

【二戸市】
二戸市ラジオ出前講座

6月8日（水）放送予定 地元コミュニティFM局「カシオペアFM」において、男女共同参画に関す
る30分の出前講座番組を放送する

【奥州市】
男女共同参画についてのパネル展示

６月20日（月）～６月24日（金） 江刺総合支所の玄関ホールにて、男女共同参画についてのパネル展
示を行う。

【奥州市】
市広報への記事掲載

6月9日（木）～ 市広報に男女共同参画についての記事を掲載する

【滝沢市】
いわて男女共同参画月間啓発活動

6月1日（水）～6月9日（木） 男女共同参画に関する啓発パネルの展示
場所：ビッグルーフ滝沢　ふれあい広場

【岩手町】
いわて男女共同参画フェスティバル動画視聴

6月11日（土） 男女共同参画サポーターが知識を深め、交流する

【岩手町】
小中学校における人権教育講座

6月1日（水）～6月30日（木） 町内の小中学校を訪問し、人権教育を行い、理解を深める

【金ケ崎町】
町広報へ掲載

6月16日（木） 「広報かねがさき　６月号」において、男女共同参画について周知

【住田町】
テレビ静止画

6月23日（木）～6月30日（木） 住田テレビにおいて、男女共同参画週間について静止画告知

【住田町】
広報記事掲載

5月27日（金）発行 住田広報「マナビィ通信」において、男女共同参画週間記事を掲載

【住田町】
男女共同参画サポーター通信の発行

6月10日（金）発行 町の男女共同参画サポーターが作成した通信を発行し、全世帯回覧

【山田町】
岩手男女共同参画月間啓発活動

①6月9日（木）12：30～16：00
②6月中

①岩手県地域婦人大会山田大会にて啓発物品の配布。場所：町中央
公民館
② 共施設 啓発物 布【山田町】

ホームページ広報
①6月11日（土）まで
②6月中

①町ホームページにて、「男女共同参画フェスティバル2022」周知
②町ホームページにて、「いわて宣言」の周知

https://www.town.yamada.iwate.jp

【野田村】
広報啓発活動

6月中 「広報のだ」及び「IP告知端末」において、いわて男女共同参画推進月
間について周知

【野田村】
いわて男女共同参画推進月間

6月中（月間中の展示） 野田村図書館にて、男女共同参画に関するリーフレット、啓発物品の
配布、展示

【洋野町】
パネル展示及びリーフレット等の配架

6月1日（水）～6月30日（木） 洋野町役場種市庁舎町民ホールにおいて、いわて男女共同参画月間
についての周知、パネル展示及びリーフレット等の配架

宮城県男女共同参画パネル展① 5月13日（金）～6月10日（金） ①宮城県図書館にパネル展示
②同館に関連図書ブース設置
③同館SNSで行事を宣伝

宮城県男女共同参画パネル展② 6月27日（月）～7月1日（金） ①宮城県庁2階回廊にパネル展示
②宮城県庁13階共同参画社会推進課にポスター掲示

宮城県男女共同参画に関する情報誌への掲載 6月23日（木）
※予定

みやぎの男女共同参画情報「とらい・あんぐるニュース」へ男女共同参
画週間の実施について掲載

【塩竃市】
令和4年度中学生向け男女共同参画社会に関する講演会

6月28日（火） 塩竈市立玉川中学校にて男女共同参画社会に関する講演会を実施

【気仙沼市】
ポスター掲示

6月6日（月）～6月30日（木） 気仙沼市役所庁舎内にﾎﾟｽﾀｰの掲示
関連リーフレットの設置

【白石市】
公式ホームページ・市公式SNS等での広報活動

6月23日（木）～6月29日（水） 以下の媒体を活用して男女共同参画週間の広報活動を実施する。
・白石市公式ホームページ
・白石市公式Facebook
・白石市公式LINE
・白石市ふるさと納税推進室公式Twitter
・白石市公式メール配信サービス（しろいし安心メール）

準備中

【名取市】
名取市報6月号「男女共同参画週間」記事掲載

6月1日（水） 名取市報6月号に「男女共同参画週間」に係る記事を掲載。市内全戸
配付済。

https://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/kik
aku/mirokusousei/node_1640

【名取市】
「男女共同参画」啓発横断幕の掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 名取市役所庁舎正面玄関横に「男女共同参画」に係る啓発横断幕の
掲示を行う。

・報告があった自治体についてのみ掲載しています。
・市区町村名等の記載がないものは、都道府県が主催する行事です。

青森県

岩手県
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・報告があった自治体についてのみ掲載しています。
・市区町村名等の記載がないものは、都道府県が主催する行事です。

【名取市】
男女共同参画（テーマ：多様な性）に係る名取市内巡回啓
発パネル展。

6月7日（火）～7月19日（火） 名取市内公民館3ヶ所で、多様な性（LGBTQ+）をテーマとした啓発パネ
ル展を実施。

https://pc.tamemap.net/420701/event/817
66/2022-06-07

【角田市】
角田市男女共同参画パネルキャラバン

6月1日（水）～6月15日（水） 男女共同参画パネル（A1　8枚）を角田市の施設で展示する。
場所：角田市市民センター談話室

https://www.city.kakuda.lg.jp/soshiki/4/777
1.html

【登米市】
広報誌への掲載

6月20日（月） 広報とめ7月号に男女共同参画週間を周知啓発する情報を掲載。

【栗原市】
ホームページへの掲載

6月23日（木）～6月29日（水） 栗原市ホームページへの掲載 http://www.kuriharacity.jp/

【東松島市】
東松島市報男女共同参画週間特集

6月1日（水）～6月30日（木） 6月1日号東松島市報にて男女共同参画週間に関する特集記事を掲載 https://www.city.higashimatsushima.miyagi.j
p/index.cfm/16,34574,c,html/34574/202205
31-102741.pdf

【東松島市】
東松島市女性人材発掘・育成セミナー

6月25日（土）～7月16日（土） 男女共同参画、女性の人材育成に関する講座を全3回に分けて行う
委託先：特定非営利活動法人やっぺす

https://www.city.higashimatsushima.miyagi.j
p/index.cfm/21,34850,68,html

【大崎市】
男女共同参画週間関連事業

6月1日（水）～6月29日（水） 大崎市庁舎に男女共同参画週間啓発用懸垂幕を設置

【大崎市】
男女共同参画週間関連事業

6月23日（木）～7月31日（日） 大崎市立図書館に男女共同参画関連の特集コーナーを設置

【大崎市】
男女共同参画週間関連事業

6月1日（水）～6月29日（火） 大崎市関係部署に内閣府で作成した男女共同参画週間ポスターを掲
示

【大崎市】
男女共同参画週間関連事業

 6月1日（水） 大崎市6月号広報誌に男女共同参画週間の記事を掲載

【富谷市】
女性のための相談会

6月１日（水） 女性が抱える様々な悩みに女性相談員が相談をお受けするもの。
場所：富谷市役所

【柴田町】
柴田町お知らせ版への掲載

6月15日（水） 柴田町お知らせ版6月15日号に男女共同参画週間の記事を掲載。 https://www.town.shibata.miyagi.jp/index.cf
m/82,49981,165,292,html

【利府町】
男女共同参画週間啓発

6月22日（水）～6月29日（水） 利府町役場前大型掲示板及びのぼり旗設置による啓発

【利府町】
男女共同参画週間啓発

6月22日（水）～6月29日（水）実施予定 イオンモール新利府南館内デジタルサイネージ活用による、男女共同
参画週間の啓発

【利府町】
男女共同参画週間啓発

6月22日（水）配信予定 利府町メルマガ配信による男女共同参画週間の啓発

【大衡村】
広報誌への掲載

6月1日（水）～ 「広報おおひら6月号」へ男女共同参画週間に関する記事を掲載

【加美町】
中新田図書館男女共同参画特集コーナー

6月15日（水）～
7月5日（水）

中新田図書館において、男女共同参画関連図書の展示、おとう飯コー
ナーの設置、男女共同参画パネルキャラバンを実施。

男女共同参画週間パネル展 6月21日（火）～6月30日（木） 男女共同参画、ＷＬＢ、女性活躍等に関するパネル展示を行う。
（福島県男女共生センター3階交流展示スペース）

https://www.f-miraikan.or.jp

未来館エンパワーメント塾
「自己主張（アサーティブ）トレーニング」
講師：丹羽麻子さん
（NPO法人日本フェミニストカウンセリング学会認定カウンセ
ラー）

6月18日（土）、7月2日（土） 自分の気持ちを大切にしながら相手も尊重し、自分の思いをうまく伝え
る「自己主張トレーニング」をで行う。
（オンライン）

https://www.f-
miraikan.or.jp/2022/04/post-267.html

ダイバーシティ理解促進事業講演会
「性の多様性/LGBTQと子どもたち」
講師：遠藤　まめたさん
（一般社団法人にじーず代表）

6月25日（土） トランスジェンダーの当事者であり、ＬＧＢＴＱの子どもや若者支援を
行っている遠藤まめたさんから、「性の多様性」の"現在"について伺い
ます。
（オンライン）

https://www.f-
miraikan.or.jp/2022/04/lgbtq.html

図書室　6月の特集展示
「個性と多様性を尊重する社会へ」

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週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）

https://www.f-
miraikan.or.jp/2022/05/6.html

男女共同参画週間パネル展 6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画、ＷＬＢ、女性活躍等に関するパネル展示を行う。
（福島県庁舎）

県公式ツイッターによる周知 6月23日（木）～ 県のツイッターで、男女共同参画週間について周知・広報を行う。
茨城県広報紙 5月29日（日）新聞折込 広報ひばり６月号おしらせひろばに掲載
茨城県ホームページ及び県Twitter 男女共同参画周囲間終了まで

※Twitterは６月中旬～
茨城県のホームページ及び県Twitterで、男女共同参画週間、パネル
展について広報

男女共同参画週間パネル展 6月20日（月）～6月29日（水） 茨城県庁２階県政広報コーナーにおいて、男女共同参画パネル展を実
施

https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/josei/danj
o/hyosho-suishin.html

【日立市】
市ホームページでの啓発

6月1日（水）～6月29日（水） 日立市ホームページに「男女共同参画週間」の内容を掲載し広報す
る。

https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/012/00
4/p105514.html

【日立市】
ポスター掲示

5月23日（月）～6月29日（水） ポスター掲示による広報

【土浦市】
男女共同参画週間パネル展

6月13日（月）～6月30日（木） 男女共同参画センター展示コーナーでパネル展を実施。土浦市立図書
館において、男女共同参画コーナー設置。（ポスター掲示及び関連本

設置）【土浦市】
広報紙コラムでの啓発

6月15日（水）
※6月中旬号

土浦市の広報紙「広報つちうら」6月中旬号において、男女共同参画週
間についてのコラムを掲載する。

【古河市】
古河市公式ホームページ掲載

6月23日（木）～6月29日（水） 古河市公式ホームページにて週間の周知を図る https://www.city.ibaraki-
koga.lg.jp/soshiki/jinkendanjo/9/7385.html

【結城市】
ポスター掲示及び関連図書の展示

6月23日（水）～6月29日（火） ゆうき図書館で内閣府作成のポスター掲示、関連図書の展示を行う。

【下妻市】
男女共同参画週間におけるパネル展示

６月２３日（木）～６月２９日（水） 市役所本庁舎市民ホールにおいて、男女共同参画週間にちなんだパ
ネル展示と啓発品を配布することにより、市民の男女共同参画への理
解促進を図る。

【常陸太田市】
国の「男女共同参画週間」の広報啓発

5月25日（月）～6月30日（木） 「男女共同参画週間」について、広報に掲載し周知を図る。

【常陸太田市】
国の「男女共同参画週間」のＨＰ啓発

5月25日（月）～6月30日（木） 「男女共同参画週間」について、ＨＰに掲載し周知を図る。 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/p
age005488.html

【常陸太田市】
「パパと一緒にクッキング事業」の開催

7月～8月に開催検討 男性の家事参加促進を図るためのセミナー事業

【常陸太田市】
男女共同参画関係の講演会

10月15日（土）又は10月1日（土）予定 男女共同参画意識の拡充を図るため、女性活躍推進に関する講演会
を開催。

【常陸太田市】
県の「男女共同参画推進月間」の広報啓発

10月25日（火）～11月30日（水） 「男女共同参画推進月間」について、広報に掲載し周知を図る。

【常陸太田市】
県の「男女共同参画推進月間」のＨＰ啓発

10月25日（火）～11月30日（水） 「男女共同参画推進月間」について、ＨＰに掲載し周知を図る。

【北茨城市】
ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） ポスター掲示

【北茨城市】
広報紙掲載

6月6日（水）～6月30日（木） 広報紙掲載

【北茨城市】
ホームページ掲載

6月1日（水）～6月30日（木） ホームページ掲載 https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/

【笠間市】
広報紙・市ホームページでの広報啓発

６月１日（水）～６月２９日（水） 広報かさま6月号及び市ホームページに男女共同参画週間について掲
載する。

【つくば市】
男女共同参画セミナー

６月１日（水）～６月１日（水） 離婚に伴うお金の問題（養育費・財産分与・慰謝料など）について、二
井矢旬子氏（二井矢法律事務所弁護士）に講演いただく。

https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/
event/1017073.html

【つくば市】
男女共同参画週間

６月23日（木）～６月29日（水） 市立図書館において、期間中特設コーナーを設置し、啓発ポスターの
掲示や関連図書の掲示を行う予定。

【常陸大宮市】
男女共同参画コーナー設置

6月1日（水）～6月30日（木） 常陸大宮市立図書情報館にて男女共同参画コーナーを設置。市推進
会議選定の啓発ブック（絵本）を展示する。

【那珂市】
広報なか5/25号への啓発記事掲載

5月25日（水） 男女共同参画及び同週間に関する啓発記事を広報なか5/25号掲載
（市内全戸に配布）

【那珂市】
ホームページ、SNSでの男女共同参画週間の広報

6月23日（木）～6月29日（水） 市の公式ツイッターやLINEで男女共同参画週間についての広報を行う https://www.city.naka.lg.jp/

【筑西市】
男女共同参画週間ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） しもだて地域交流センター（アルテリオ）、筑西市役所及び３支所、市立
中央図書館へのポスター掲示。

【筑西市】
男女共同参画関係図書の展示、紹介

6月16日（木）～6月30日（木） 筑西市立中央図書館において男女共同参画に関する図書の展示と
照会を行い、市パンフレット等を配布する。

【筑西市】
市ホームページへの「オンラインパネル展」掲載

6月16日（木）～6月30日（木） 市ホームページにおいて、男女共同参画に関するPDFファイルを
掲載する。

準備中

【坂東市】
ポスター掲示、広報坂東お知らせ版掲載

6月23日（木）～6月29日（水） 坂東市役所、猿島窓口センター、市内公共施設

【稲敷市】
男女共同参画掲示事業

6月16日（木）～6月29日（水） 庁舎に男女共同参画に関するポスター等を掲示。

【稲敷市】
啓発用リーフレット配付事業

6月中旬 市内小学5年生及び中学2年生に啓発用リーフレット及び啓発品を
配付

【稲敷市】
ホームページへの掲載

4月中旬より 男女共同参画週間の説明（令和4年度男女共同参画週間キャッチフ
レーズ等）

https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page0
06735.html

【稲敷市】
市広報紙への掲載

5月26日発行 男女共同参画週間の説明（令和4年度男女共同参画週間キャッチフ
レーズ等）や各種事業の周知

【桜川市】
男女共同参画週間の啓発

6月23日（木）～6月28日（火） 庁舎内に男女共同参画週間PRのポスター掲示

【茨城町】
ポスター掲示及びチラシの設置

6月23日（木）～6月29日（水） 庁舎内に男女共同参画週間のポスターを掲示、併せてチラシを設
置する。

【大洗町】
庁舎等での広報活動

5月23日（月）～6月29日（水） 役場、中央公民館にてポスターの掲示

【大洗町】
広報誌での広報活動

6月8日（水）発行予定 広報「おおあらい」での周知

【美浦村】
ポスター掲示

6月1日（金）～6月30日（木） ・役場庁舎、中央公民館ロビーに掲示、
・屋外大型デジタルサイネージに掲載

【阿見町】
『男女共同参画週間』パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画社会基本法の目的・基本理念への理解を深めるため、
中央公民館でパネル展を実施します。

宮城県

福島県

茨城県
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【阿見町】
広報紙への掲載

6月24日（金） 町の広報紙へ男女共同参画週間についての記事を掲載します。

【八千代町】
公共施設でのポスター掲示

6月1日（水）～6月29日（水） 町内の公共施設にR4男女共同参画週間のポスターを掲示し、男女
共同参画を推進する。

【五霞町】
男女共同参画週間ポスター掲出

6月23日（木）～6月29日（水） 役場庁舎及び関係施設にポスターを掲出し、男女共同参画の推進
を啓発する

【利根町】
利根町男女共同参画パネル展

6月２３日（木）～６月２９日（水） 利根町役場イベントホールでパネル展を開催。

県庁舎内電光掲示板を使用した広報 6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間に関する周知
県ホームページ及びとちぎウーマンナビによる広報 6 月1日（水）～ 男女共同参画週間に関する周知
男女共同参画社会を考える
「とちぎ県民のつどい」

7月9日（土） 順天堂大学　小笠原　悦子　氏 講演
「スポーツから考えるジェンダー平等～女性リーダーの役割～」
場所：とちぎ男女共同参画センター

https://parti.jp/kouza/index_zen01.html

男女共同参画に関する掲示物の展示 6月1日（水）～ 男女共同参画週間に関する周知
場所：とちぎ男女共同参画センター

【宇都宮市】
広報紙への掲載

6月 広報６月号に，男女共同参画週間のキャッチフレーズや，本市におい
て実施している「男女共同参画推進事業者表彰 きらり大賞」の令和３
年度受賞事業者を掲載し、市民に対し周知啓発を図っている。

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shise
i/koryu/danjo/hyosho/1029000.html

【宇都宮市】
啓発パネル展

6月18日（土）～6月24日（金） 市役所本庁舎において、男女共同参画に関するパネル等を掲示し、市
民に対し周知啓発を図っている。

【足利市】
令和４年度男女共同参画週間事業

6月25日（土） ・表彰式「男女共同参画に関するキャッチフレーズ」
・ミニトーク
・映画上映会
〇開催場所
あしかがフラワーパークプラザ（足利市民プラザ）小ホール

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/s
huukannjigyou3.html

【栃木市】
男女共同参画週間パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 栃木市役所市民スペースでのパネル展示
栃木図書館で参考図書紹介

【佐野市】
パネル展示、関連図書展示

6月1日（水）～6月30日（木） 市内図書館2か所にて、パネルと関連図書の展示。パレットプラザさの
（男女共同参画推進センター）にて、関連図書の展示。

【鹿沼市】
男女共同参画週間関連図書展示

６月１７日（金）～６月２９日（木） 市立図書館本館にて関連図書の展示と貸出し

【鹿沼市】
男女共同参画事業報告展示

６月２３日（金）～６月２９日（木） 市役所２階フロアにて昨年度の事業報告を中心としたパネル展示

【真岡市】
市内女性団体活動内容掲示

6月22日（水）～6月30日（木） 真岡市市役所1階展示スペースに、市内女性団体（10団体）の活動内
容を掲示予定。

【小山市】
男女共同参画フェア

6月25日（土） 場所：小山市立文化センター小ホール
内容：独立行政法人女性教育会館・理事長萩原なつ子氏による基調講
演、男女共同参画に関する作文コンクールなど

https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/1
5/259659.html

【小山市】
男女共同参画の啓発に係る展示

6月1日（水）～6月29日（水） 場所：小山市立中央図書館・小山市役所本庁舎1階多目的スペース
内容：男女共同参画に係る掲示物・書籍等の展示

【小山市】
男女共同参画フェアPR

①6月1日（水）～6月10日（金）
②6月初旬
③6月1日（水）～6月24日（金）

①テレビ小山放送内の行政テレビ番組を活用した小山市男女共同参
画フェア実行委員による男女共同参画フェアのPR
②コミュニティFMおーラジでのPR（生放送）
小山市男女共同参画フェア実行委員による男女共同参画フェアのPR
③コミュニティFMおーラジのインフォマーシャルでの告知

【小山市】
男女共同参画週間PR

① 6月21日（火）～6月30日（木）
②6月下旬
③6月1日（水）～6月29日（水）

①テレビ小山放送内の行政テレビ番組を活用し、小山市男女共同参画
推進協議会会員による男女共同参画の啓発を行う。
②コミュニティFMおーラジでのPR（生放送）
小山市男女共同参画推進協議会会員による男女共同参画の啓発
③コミュニティFMおーラジのインフォマーシャルでの告知

【下野市】
男女共同参画パネル展

6月1日（水）～6月30日（木） ワーク・ライフ・バランスやLGBT、ドメスティック・バイオレンス等につい
て、イラストを交えて解説しているパネルを、市役所1階ロビーにて、展

【野木町】
町ホームページ掲載

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間の目的及び実施期間
また、町での男女共同参画に関する取り組みを町ホームページに掲載

「群馬県男女共同参画社会づくり功労者表彰」及び「ぐんま
輝く女性表彰」

6月23日（木） 男女共同参画推進に積極的に取り組んできた方の功績を称え、様々な
分野で輝く女性とその支援を行う個人・団体を表彰する。

「ぐんま広報」掲載 6月5日（日） 男女共同参画週間について県広報紙「ぐんま広報」に掲載する。

男女共同参画啓発ポスター、パネル設置 6月1日（水）～6月30日（木） 内閣府作成の「男女共同参画週間ポスター」や啓発パネルをぐんま男
女共同参画センター等に設置する。

県庁舎のデジタルサイネージに男女共同参画に関する啓
発情報を掲載

6月23日（木）～6月29日（水） 県庁舎のデジタルサイネージに男女共同参画に関する啓発情報を掲
載する。

【前橋市】
男女共同参画週間パネル展示

6月7日（火）～6月15日（水） 市役所1階ロビーにおいて、男女共同参画週間に関するパネル展示を
行う

【前橋市】
男女共同参画セミナー

6月26日（日） 前橋市総合福祉会館でセミナーを開催
講師：山口智子さん（お片付けスクールのシークエンス代表）
テーマ：「我が家は快適空間～家族みんなで習慣づけるお片付けのコ

【前橋市】
市立図書館での図書コーナー設置

5月31日（火）～7月3日（日） 市立図書館に男女共同参画に関するコーナーを設置する

【前橋市】
市広報、市ホームページ、市公民館報への記事掲載

6月1日（水）～ 市広報、市ホームページ、市公民館報へ男女共同参画週間に関する
記事掲載を行う

【高崎市】
「男女共同参画週間」パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 会場：高崎市市民活動センター「ソシアス」
内容：男女共同参画週間の周知及び男女共同参画センターで行った事
業等のパネル展示。啓発リーフレットの配布

【高崎市】
男女共同参画推進講演会

6月25日（土） 会場：高崎市市民活動センター「ソシアス」
講師「渡貫淳子」
演題「南極ではたらく～かあちゃん調理隊員になる～」

【桐生市】
男女共同参画関連本の展示コーナーを設置

6月23日（木）～6月29日（水） 市立図書館に男女共同参画に関する展示コーナーを設置する。

【伊勢崎市】
男女共同参画啓発物の配布

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画キャッチフレーズを印字した啓発物（不織布マスク）やチ
ラシを配布する。

【太田市】
男女共同参画週間啓発のためのFM太郎放送

6月18日（土）～6月24日（金） 男女共同参画週間についてFM太郎の「太田市からのお知らせ」により
放送する。

【太田市】
男女共同参画週間について「広報おおた」掲載

6月15日（水） 男女共同参画週間について市広報紙に掲載する。

【沼田市】
男女共同参画講演会『“普通の男性たち”が抱える生きづら
さと男らしさの話』

6月25日（土） 多様な個性が力を発揮し、共存する社会の実現に向けて「男女共同参
画講演会」を開催する。
場所：群馬県沼田市下之町888　テラス沼田５階　Ｗａｌｔｚホール

【館林市】
男女共同参画情報紙の配布

6月1日(水) 男女共同参画週間に関する情報誌を市内施設・企業への配布を行う。

【館林市】
男女共同参画記念週間パネル展示

6月13日（月）～6月20日（金） 市役所の市民ホールにて、男女共同参画に関するパネルを展示する。

【渋川市】
「絵本ではじめる男女共同参画」市立図書館での図書コー
ナー設置

５月２７日（金）～６月２９日（水） 男女共同参画に関する展示と関連する絵本の設置（市立図書館展示
スペース）

【渋川市】
小学生向け男女共同参画啓発リーフレットの配布

６月６日（月） 市内小学校４年生全員に配布

【安中市】
市立図書館に図書コーナーを設置

6月1日（火）～6月30日（水） 市内の2つの図書館に男女共同参画に関する図書の特設コーナーを
設置する。

【安中市】
市広報、ホームページ、SNS等で、男女共同参画に関する
啓発記事を掲載、発信

6月1日（火）～ 市広報、ホームページに男女共同参画の啓発記事を掲載するほか、ツ
イッターで情報発信する。

【安中市】
男女共同参画啓発物品配布

6月23日（水）～6月29日（火） 令和3年度に実施した男女共同参画標語コンクール入賞作品を印字し
た啓発物を関係施設等に配布する。

【みどり市】
男女共同参画啓発物品配布

6月23日（木）～6月29日（水） 令和3年度に実施した男女共同参画啓発作品コンテスト受賞作品を印
字した啓発物品（ポケットティッシュ）を関係施設に配布する。

【みどり市】
男女共同参画週間啓発マグネットの貼付

6月23日（木）～6月29日（水） 週間を啓発するためのマグネットを市の公用車に貼付する。

【みどり市】
男女共同参画啓発のぼり旗の設置

6月23日（木）～6月29日（水） 週間を啓発するためののぼり旗を市の各庁舎前に設置。またミニのぼ
り旗を市の各課窓口に設置する。

【みどり市】
男女共同参画啓発ポスターの設置

6月23日（木）～6月29日（水） 内閣府作成の「男女共同参画週間」ポスターを関係施設に設置する。

【みどり市】
広報へ男女共同参画啓発記事を掲載

6月3日（金）～ 市広報誌へ男女共同参画週間周知のための記事を掲載

【中之条町】
町広報紙、町ホームページへの記事掲載

6月1日（水）～6月29日（水） 町広報紙、町ホームページへ男女共同参画週間に関する記事掲載を
行う

【玉村町】
町ホームページ、役場のデジタルサイネージに男女共同参
画に関する啓発情報を掲載

6月1日（水）～6月30日（木） 町ホームページ、役場１Ｆロビーに設置してあるデジタルサイネージに
男女共同参画に関する啓発情報を掲載する。

栃木県

群馬県
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・報告があった自治体についてのみ掲載しています。
・市区町村名等の記載がないものは、都道府県が主催する行事です。

【大泉町】
男女共同参画の推進に関する意見募集

6月10日（金）～7月 1日（金） 今後の町施策の参考とするため、町民意見を募集する。
方法：意見箱の設置、意見用紙の配布
・大泉町役場
・大泉町公民館
・大泉町立図書館
・洋泉興業大泉町文化むら
・大泉町保健福祉総合センター
・大泉町多文化共生コミュニティセンター
・いずみの杜
・大泉保育福祉専門学校
・いずみ総合公園町民体育館
・大泉町ファミリー・サポート・センター　
・大泉警察署
・大泉郵便局
・北児童館
・西児童館
・南児童館
・東児童館
・大泉消防署
・西児童館（親子教室参加保護者）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、設置期間・場所変更の
可能性あり

【大泉町】
男女共同参画推進啓発図書コーナーの設置

6月10日（金）～7月 1日（金） 大泉町立図書館と共催で、男女共同参画に関する図書コーナーを大泉
町立図書館に設置する。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、設置期間・場所変更の
可能性あり

【大泉町】
町広報紙への取組内容の掲載

6月10日（金）～ 男女共同参画週間及び啓発活動について町広報紙（６月号）に掲載。

With You さいたま　開設20周年記念イベント
～これまでも、これからも、あなたとともに～

6月25日（土） 時間：13：30～16:40
場所：埼玉県男女共同参画推進センター
内容：記念講演（WEリーグチェア　岡島喜久子氏）、トークセッション他

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/eve
nt/0625aniversary.html

With You さいたま20年のあゆみパネル展 6月1日（水）～6月30日（木） With You さいたま開設20周年に関するパネルの展示他
場所：埼玉県男女共同参画推進センター

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/

男女共同参画啓発パネル展示
6月15日（水）～6月20日（月） きぼーるにて男女共同参画啓発パネルを展示する。

6/19(日）にイベントを実施し、男女共同参画に関する広報・啓発を行
https://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/sanka
kushuukan/index.html

男女共同参画シンポジウム
6月25日（土） 男性の育児参加がより一層促進されるよう「男性育休を活用して育児

をもっと楽しもう！」をテーマに、１部では法改正を踏まえた講演を、２部
ではテーマに沿った対談を行う。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyousei/event/
2022/sympo.html

【船橋市】
ポスター掲示

6月10日（金）～6月29日（水） 男女共同参画センター内にて、ポスターや関連図書の展示を行う
-

【木更津市】
令和4年度木更津市男女共同参画フォーラム

6月1日（水）～6月30日（木） オンライン形式によるセミナーを開催 https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/sank
a/danjo/1004216/1009977.html

【木更津市】
男女共同参画情報紙デュエットの発行

6月1日（水）～ 令和4年6月1日発行の「広報きさらづ」6月号に男女共同参画に関する
内容を掲載

https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/sank
a/danjo/1002412.html

【松戸市】
男女共同参画週間記念講演会

6月25日（土） 講演会「ジェンダー平等時代の子育て論～性差別・性暴力のない社会
を目指して～」
講師：弁護士　太田　啓子氏
会場：松戸市民劇場（オンデマンド配信あり）
※要申込

【東金市】
男女共同参画週間企画図書展示

6月16日（木）～6月29日（水） 東金市立東金図書館において、男女共同参画に関係する図書の展示
や貸出、ポスター等の掲示を行う。

【佐倉市】
ミウズ講演会『絵本から考える～あなたらしく、わたしらしく
～』

6月25日（土）
13:30～15:30

絵本コーディネーターによる、絵本を通して、多様な性や個性をあたり
まえに受け入れてもらうための講演会を開催。
※ミレニアムセンター佐倉

【佐倉市】
ミウズ市民協働イベント

6月20日（月）～7月17日（日） ミウズ入口で登録団体の作品や活動紹介のポスター展示を行う。

【習志野市】
令和4年度習志野市男女共同参画週間事業講演会「無意
識の思い込みを知る、気づく、変えていこう！」

6月19日（日）10:00～12:00 ・講師：平　美和さん（一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所）
・受講方法：①会場（サンロード津田沼6階大会議室）②オンライン（Ｚｏｏ
ｍ）＊要事前申込
・申込期間：6/1(水)～13（月）

【柏市】
男女共同参画週間パネル展・図書展示

6月23日（木）～6月29日（水） パレット柏オープンスペースで男女共同参画にまつわるパネル展示，
図書館本館で図書展示を行う。

【流山市】
「広報ながれやま」、市ホームページへの掲載

6月21日（火）～ 広報6月21号、市ホームページに男女共同参画週間のお知らせ記事を
掲載

【八千代市】
“市制施行５５周年記念事業”男女共同参画週間事業
「地域をつなげた起業ストーリー ～幸せのサイクルを生ん
だ学生服リユース～」

6月18日（土）
13:30～16:30

【内容】
学生服リユースshopさくらや株式会社サンクラッド代表取締役馬場加奈
子氏の講演と市内の女性起業家や地域づくり関係者によるパネルディ
スカッション。
【場所】
総合生涯学習プラザ／多目的ホール

【我孫子市】
我孫子市男女共同参画月間企画展示

6月1日（水）～6月30日（木） 我孫子市民図書館外壁及び入口の各展示スペースで内閣府作成ポス
ターなどの展示と情報誌配布

https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/kyou
dousankaku/gender_month/index.html

【我孫子市】
我孫子市男女共同参画社会づくり講演会

6月25日（土）14:00～16:00 場所：あびこ市民プラザホール／講師：柚木理子／演題：いくつになっ
ても自分は自分～次のステージに向かって～

https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/kyou
dousankaku/reports/index.html

【鴨川市】
男女共同参画週間特設コーナー

6月22日（水）～7月3日（日） 市役所本庁舎１階ロビーに特設コーナーを設置し、パネル展示のほか
第３次鴨川市男女共同参画計画の紹介、啓発チラシ、関連グッズの配
架を実施するもの。

https://www.city.kamogawa.lg.jp/soshiki/1/
349.html

【鎌ヶ谷市】
おとう飯レシピ募集事業
KING　OF　おとう飯はどのレシピ

6月15日（水）～6月29日（水） 4月15日から5月31日までレシピ募集し、6月15日から市男女共同参画
推進センターでレシピ掲示、投票用紙やWebで投票

https://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesaku
midashi/sesaku-
danjokyoudo/danjo_center/centerkikaku/R4
0415otohan.html

【君津市】
市ホームページ等を活用した啓発

6月 1日（水）～6月29日（水） 市HPやSNSを活用し、男女共同参画週間に関する啓発や新しい第５次
君津市男女共同参画計画についての周知を行う。

【白井市】
男女共同参画週間啓発展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関する啓発の展示を庁舎内で実施する
場所：白井市保健福祉センター1階エントランス

https://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/jink
en/campaign/1559778745802.html

【山武市】
男女共同参画週間啓発展示

6月20日（月）～7月1日（金） 男女共同参画に関する啓発パネルの提示を庁舎内で実施。

【山武市】
市HPにて男女共同参画週間啓発記事掲載

6月17日（金）～7月22日（金） 男女共同参画週間啓発記事と内閣府ポスターを掲載。 作成中

【横芝光町】
町広報「よこしばひかり」

6月1日（水）発行 町広報「よこしばひかり」令和４年６月号に、男女共同参画週間につい
ての紹介と町立図書館にて男女共同参画の企画展開催の記事を掲

【横芝光町】
関連図書の企画展

6月8日（水）～7月3日（日） 横芝光町立図書館にて、男女共同参画の関連図書を展示した企画展
を開催。

https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/s
oshiki/3/17345.html

パンフレットの配布 随時 男女平等参画普及啓発用パンフレット「だれもが輝くとうきょうガイドブッ
ク」を配布
場所：東京都庁第一本庁舎19階生活文化スポーツ局都民生活部、東
京ウィメンズプラザ

SNSによる広報 6月23日（木）～6月29日（水） 都公式SNSにより男女共同参画週間に関する情報を発信
・東京都女性活躍推進Facebook
・東京ウィメンズプラザTwitter
・パパズ・スタイルTwitter
・WILLキャリッジTwitter
・女性の悩み相談サイト「TOKYOメンターカフェ」Twitter　　等

東京都女性活躍推進ポータルサイトによる広報 6月中旬 男女共同参画週間に関する情報を発信 https://www.tokyo-
danjo.metro.tokyo.lg.jp/women/

性別による「無意識の思い込み」エピソード募集の実施 5月20日（金）～7月18日（月） 性別による「無意識の思い込み」について、無意識の思い込みの存在
を知り、気づききっかけ作りとして、都民等から広くエピソードの募集を
行う

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/
danjo/wlb_top/0000001722.html

ポスター・パネル等の掲示 6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間ポスターや男女平等参画推進総合計画のパネル等
の掲示
場所：東京ウィメンズプラザ

【中央区】
「区のおしらせ ちゅうおう」
6月１日号掲載

6月1日（水）～6月10日（金） 男女共同参画週間の期間
今年のキャッチフレーズ及び
男女共同参画を推進する区の施策紹介

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

【中央区】
パネル展示

6月27日（月）～7月1日（金） 男女共同参画週間のポスターを
今年を含む過去５年間のを展示
場所：中央区立女性センター

【新宿区】
区広報紙への男女共同参画施策の掲載

6月25日（水） 男女共同参画週間にあわせて、区の男女共同参画施策について区広
報（６月２５日号）へ掲載する。

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kohoshinjuku
/index.html

【新宿区】
男女共同参画関連図書の展示

6月15日（水）～8月12日（金） 新宿区立男女共同参画推進センター内図書資料室にて、男女共同参
画に関する関連図書を展示する。

【江東区】
男女共同参画関連図書の設置

6月18日（土）～7月14日（木） 江東図書館において、男女共同参画に関連する図書を展示する。

【大田区】
コロナ禍のいま見直したい！私らしく働くためのストレスケ

6月4日（土）
10：00～12：00

職場での人間関係や、コロナ禍の影響でストレスの付き合い方や、ハ
ラスメントの仕組みを知り就労継続を目的とする。

https://escenaota.jp/event/5454/

【大田区】
ママたちのオンラインほっとカフェ

6月13日（月）
10：00～12：00

子育て中の女性ためのオンラインカフェ、日々感じるモヤモヤを聞いた
り、話しながらジェンダーに敏感な視点を養う。

https://escenaota.jp/event/5382/

【大田区】
子どもが夢中になる！パパのための絵本ライブ＆トークセッ

6月26日（月）
10：00～11：30

子どもとの遊び方やコミュニケーションのコツを知り、パパ同士の話し合
いを通して男性の家事・育児参画の促進を図る

https://escenaota.jp/event/5452/

【大田区】
展示　北欧の暮らし方から見つける幸福な男性の働き方、
女性の働き方

5月25日（水）～6月30日（木） コロナ禍で生活様式が変化し、働き方改革への取り組みが広がってい
る中で、世界幸福度ランキング上位を占める北欧の暮らし方からヒント
を学ぶ。

https://escenaota.jp/event/5473/

【大田区】
男女共同参画週間・人権啓発パネル展

6月24日（金）13：00～6月30日（木）12：00 大田区役所にて、人権・男女平等、ジェンダー平等に関する展示を行
う。

埼玉県

千葉県
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【中野区】
中野区男女共同参画週間講演会

6月18日（土） ・講演「考えが変わり行動が変わり社会が変わる～大学教授が語るや
さしいジェンダー論」
・事前予約制
・場所：中野区役所

https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/101500/d032509.html

【中野区】
男女共同参画週間パネル展

6月24日（金）～6月30日（木） 国立女性教育会館女性アーカイブセンター作成のパネル「医学と女性」
の展示

未定

【中野区】
中野区立中央図書館男女共同参画週間関連展示

6月4日（土）～6月30日（木） 男女共同参画関連本の展示、貸出
場所：中野区立中央図書館

未定

【杉並区】
男女共同参画パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） ワーク・ライフ・バランス、男女平等推進センター、ＤＶに関することや性
的マイノリティについて理解促進に向けた展示を行う。
場所・杉並区役所１階ロビー

【豊島区】
エポック10フェスタ2022～みんな　力を発揮する～

6月1日（水）～6月30日（木） 豊島区男女平等推進センターの登録団体や運営委員が企画する男女
共同参画に関連する講座・イベント・パネル展示など。

https://www.city.toshima.lg.jp/050/2203141
701.html

【北区】
男女共同参画週間　講演会・映画会

6月18日（土）～6月25日（土） ①映画会
日時：６月18日（土）午後２時～４時
場所：北とぴあ６階ドームホール（北区王子1-11-1）
内容：「パピチャ　未来へのランウェイ」
②講演会
日時：６月25日（土）午後２時～４時
場所：北とぴあ６階ドームホール（北区王子1-11-1）
講師：コウケンテツ氏（料理研究家）
テーマ：「『ま、いっか！』が合言葉　～みんなが心地よいバランスをめ
ざして～」

https://www.city.kita.tokyo.jp/tayosei/kuras
hi/jinken/sankaku-shukan04.html

【板橋区】
男女共同参画週間行事

6月16日（木）～6月18日（土） 板橋区立男女平等推進センター登録団体による講座等企画を３日間
に渡って実施する。

【板橋区】
広報紙への男女平等参画に関する啓発記事の掲載

6月4日（土） 「広報いたばし」に男女平等参画に関する啓発記事を掲載する、

【練馬区】
男女共同参画週間パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間に向けたパネル展示

【練馬区】
2021男女共同参画センターえーるフェスティバル

6月18日（土）～6月25日（土） 「誰もが自分らしく暮らせる社会へ」をテーマに、講演会やワークショッ
プ、えーる利用団体の活動発表等を実施

・https://nerima-yell.com/home
(施設ホームページよりリンク可予定)

【足立区】
男女共同参画週間　記念ふぉーらむ2022

6月25日（土）
午後2時～4時

講演会「女性の視点をプラス！みんなが安心　アダチの防災2022」を開
催

https://www.city.adachi.tokyo.jp/sankaku/r
4fo-ramu.html

【足立区】
男女共同参画週間 パネル展示

6月11日（土）～6月29日（水） 足立区内各図書館において啓発パネル・関連図書等の展示

【葛飾区】
「広報かつしか」6月15日号に男女共同参画週間特集記事
掲載

6月15日（水） 男女共同参画週間キャッチフレーズとポスターの掲載、葛飾区の取組
と男女平等推進センターの事業内容紹介

【葛飾区】
ママとパパの愛情アップ講座

6月12日（日） 父親の主体的育児参画、母親の産後の心身ケア、夫婦のコミュニケー
ションを学び、二人で子育てをするという意識を高める講座
会場：葛飾区男女平等推進センター

【江戸川区】
「広報えどがわ」掲載

6月15日（水） 区広報誌へ男女共同参画週間の趣旨を伝える記事を掲載する。 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kuseijoh
o/kohokocho/kohoedogawa/index.html

【江戸川区】
区公式SNS掲載

6月23日（木） 区公式SNSへ男女共同参画週間の趣旨を伝える記事を掲載する。

【江戸川区】
タワーホール船堀展望塔ライトアップ

6月23日（木）～6月29日（水） タワーホール船堀の展望塔を、多様性を象徴するレインボーカラーにラ
イトアップする。

【江戸川区】
男女共同参画週間記念講演会（仮）

8月頃 男女共同参画週間に因んだ講演会

【八王子市】
男女共同参画週間映画会「SING/シング」

7月2日（土） 主に子育て世代に向けて、多様性をテーマにした映画を上映する。
八王子市東町5-6　クリエイトホール

【八王子市】
パネル展

6月2日(木)～6月29日（水） 男女共同参画に関するパネル展を実施
八王子駅南口総合事務所

【八王子市】
「広報はちおうじ」への掲載

5月15日（日）
6月15日（水）

5月15日号及び6月15日号「広報はちおうじ」において男女共同参画週
間のお知らせ記事を掲載

【立川市】
第14回たちかわ男女平等フォーラム

6月7日（火）～6月26日（日） 基調講演、パネル展示、その他講座
女性総合センター

https://www.city.tachikawa.lg.jp/danjo/even
t/r4danjoforum.html

【武蔵野市】
男女共同参画フォーラム2022

6月15日（水）～7月3日（日） 「男女平等とサステナブルな社会－知識と意識をアップデート」をメイン
テーマに、講演会や講座、団体公募企画による講座や事例発表、相談
会を行う。

http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guid
e/shiminkatsudo/danjokyodosankaku/danjo
center/1013619/1037419/index.html

【調布市】
2022調布市男女共同参画推進フォーラム

6月18日（土）～6月19日（日） 男女共同参画について考える講演会や市民団体によるワークショップ
などを実施。
場所：調布市市民プラザあくろす３階（調布市国領町2-5-15　コクティー

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

【町田市】
広報まちだ

6月15日（水） 広報まちだ（6/15号）
「男女共同参画週間」のお知らせを掲載します。

【町田市】
コンサートガイドまちだ

6月1日（水） コンサートガイドまちだ（6・7月号）
「男女共同参画週間」のお知らせを掲載します。

【町田市】
特集コーナー設置

6月9日（木）～7月13日（水） 町田市立中央図書館
ジェンダー問題等の図書を集めて特集コーナーを設置します。

【町田市】
特設展示

6月17日（金）～6月30日（木） 町田市男女平等推進センター
ポスター等を掲示したパネル展示を行います。

【小金井市】
図書のテーマ展示

6月16日（木）～6月30日（木） 市内公立図書館にて、男女共同参画及びその年度の男女共同参画週
間キャッチフレーズに沿う内容の図書のテーマ展示

（6月10日頃公開予定）
http://www.city.koganei.lg.jp/shisei/danjoky
odosankaku/taisakusodan/sankakushukan.h

【小平市】
男女共同参画週間講演会

7月2日（土） 「『らしさ』からの自由」
講師：太田　啓子さん（弁護士）
場所：小平市中央公民館

【小平市】
男女共同参画週間啓発のためのパネル展示

6月13日（月）～6月30日（木） 小平市役所、小平市男女共同参画センター”ひらく”

【日野市】
男女共同参画週間に伴うパネル展

6月15日（水）～6月29日（水） 日野市役所本庁舎でパネル展を実施。 https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/danjo/d
anjo/keihatsu/1011705.html

【国立市】
くにたちジェンダー平等月間

6月1日（水）～6月30日（木） 座談会(6月25日(土))、パネル展示、メッセージ募集

【福生市】
展示コーナー設置

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関する情報の展示（チラシ、パンフレット、情報誌等）、
DVD上映
場所：市役所　1階ロビー

【福生市】
男女共同参画関連図書の展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関する図書を展示
場所：市内各公立図書館

【東大和市】
男女共同参画週間パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関するパネル展を実施するとともに、年次報告者・情
報誌・啓発用グッズ等を配布する。

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.c
fm/31,117449,331,537html

【清瀬市】
市報「きよせ」で特集

6月1日（水） 1～2面で男女共同参画センターおよび男女共同参画週間を特集。HP
に掲載する男女平等推進委員長の原稿抜粋も掲載。

city.kiyose.lg.jp/siseijouhou/kouhou/sihoukiy
ose/index.html

【清瀬市】
ホームページ等での広報

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間の周知、および男女平等推進委員長による「男女共
同参画週間に寄せて（仮）」を掲載

city.kiyose.lg.jp/siseijouhou/danjosankaku/in
dex.html

【清瀬市】
男女共同参画週間記念講座
「ジェンダー平等と違うの？　～#男女共同参画ってなんで
すか ～」

7月2日（土） #男女共同参画ってなんですか ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ代表　櫻井彩乃さんの講演

【武蔵村山市】
男女共同参画週間パネル展

6月1日（水）～6月29日（水） 内容：性の多様性について
開催場所：6月1～6月22日、武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
6月23日～6月29日、武蔵村山市役所

https://fureai.csplace.com/

【武蔵村山市】
LGBTQワークショップ

6月26日（日）

【多摩市】
男女平等参画啓発展示

6月10日（金）～6月20日（月） 男女平等とホストタウン・アイスランドの関連展示。
場所：京王プラザホテル多摩

【多摩市】
男女平等参画啓発展示

6月10日（金）～6月30日（木） 男女平等とホストタウン・アイスランドの関連展示。
場所：多摩市役所本庁

【多摩市】
男女平等参画啓発展示

6月21日（火）～6月26日（日） 男女平等参画に関する展示。
場所：グリナ―ド永山

【多摩市】
映画「主婦の学校」上映会

6月26日（日） アイスランドにある生活について学ぶ男女共学の学校「主婦の学校」に
ついての映画の上映会。
場所：多摩市永山公民館ベルブホール

【羽村市】
公共施設での啓発活動

6月15日（水）～6月29日（水） 羽村市内公共施設でのポケットティッシュ設置、PRポスター掲示

【羽村市】
市役所庁舎での啓発活動

6月22日（水）～6月29日（水） 羽村市役所庁舎への懸垂幕設置

【羽村市】
町内会掲示板を利用した啓発活動

6月15日（水）～6月29日（水） 羽村市内町内会・自治会看板へのPRポスター掲示

【羽村市】
はむらん車内を利用した啓発活動

6月15日（水）～6月29日（火） 羽村市内を走行するコミュニティバス「はむらん」へのPRポスター掲示

【羽村市】
広報はむらによる啓発活動

6月15日（水） 啓発記事の掲載

【羽村市】
市公式サイトによる啓発活動

6月15日（水）～6月29日（水） 啓発記事の掲載

【羽村市】
メール配信・Twitterでの啓発記事の掲載

6月22日（水） 啓発記事の掲載

【羽村市】
ケーブルテレビ、Youtubeでの啓発活動

6月24日（金）～7月1日（金） 啓発番組の制作・放映

【羽村市】
生理用品の無償配布

6月20日（月）～6月22日(水) 対面での生理用品配布（150パック・市内在住者対象）

【あきる野市】
市広報への掲載

6月15日（水） 男女共同参画週間に関する周知

【あきる野市】
市ＨＰへの掲載

6月15（水）～6月29日（水） 男女共同参画週間に関する周知

【奥多摩町】
奥多摩町役場庁舎での啓発活動

6月6日（月）～6月29日（水） PRポスターの掲示

東京都
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【奥多摩町】
広報おくたまによる啓発活動

6月6日（月） 男女共同参画週間に関する啓発記事の掲載

【奥多摩町】
町HPによる啓発活動

6月6日（月）～6月29日（水） 男女共同参画週間に関する啓発記事の掲載 https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikak
uzaiseika/jinken_kyodo_machizukuri/2/2312.

かながわ男女共同参画センター「かなテラスレポート」 5月下旬～6月上旬予定 男女共同参画についての情報や当センターの事業等を掲載したレポー
トをホームページで発信しており、そのレポート等を活用して男女共同
参画週間について広報予定

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/rep
ort/report.html

県広報紙「県のたより」6月号による広報 6月1日（水）～ 男女共同参画週間の周知 http://www.pref.kanagawa.jp/tayori/index.ht
ml

ホームページ・ツイッターを利用した広報 6月1日（水）～ 県ホームページ、ツイッターを利用した広報 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/cnt/
f534910/index.html

【平塚市】
男女共同参画週間パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間に男女共同参画を啓発・周知するパネルの展示や
パンフレットの配布を実施します。

https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/jink
en/page-c_00904.html

【鎌倉市】
男女共同参画週間

6月16日（木）～7月1日（金） ポスター展示（ロビー）
広報かまくら6月1日号への掲載
モニター広告
LINEでの周知

【藤沢市】
藤沢市ジェンダー平等推進週間横断幕の掲示

6月2日（木）～6月30日（木） 藤沢駅北口サンパール広場にて横断幕を掲示する。

【藤沢市】
ジェンダー平等・男女共同参画パネル展

6月15日（水）～6月30日（木） 藤沢市役所本庁舎１階ラウンジ・湘南台市民センターにて、ジェンダー
平等・男女共同参画に関するパネル展示を行う。

【小田原市】
男女共同参画週間展

6月13日（月）～6月30日（木） おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯにて、男女共同参画、ジェンダー
平等への理解を深める啓発展示を実施。

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/muni
cipality/peace/human/danjyo/event/p2500

【茅ヶ崎市】
男女共同参画週間パネル展示

6月10日（金）13時～6月30日（木）12時 市立図書館展示ホールにて、男女共同参画に関する資料と男女共同
参画推進センター、登録団体の活動紹介をするパネル展示。

【茅ヶ崎市】
男女共同参画週間パネル展示

7月1日（金）9時～7月8日（金）12時 茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあにて、男女共同参画に関
する資料と男女共同参画推進センター、登録団体の活動紹介をするパ
ネ 展示【茅ヶ崎市】

【男女共同参画講座】アニメのヒーロー・ヒロインからみる男
女共同参画

6月12日（日）14時～16時 時代の変化に伴うアニメや特撮のヒーロー、ヒロイン像から性別に関わ
りなく自分らしく生きることを考える講座。

【茅ヶ崎市】
【男女共同参画講座】「男」「女」の視点で地域の防災力を
アップする！～避難生活で命と健康を守れますか？～

1回目：6月25日（土）10時～12時
2回目：7月2日（土）10時～12時

地域防災を「男」「女」の視点で見つめ直し、その違いを活かした災害に
強い地域づくりを学ぶ。全２回の講座。

【茅ヶ崎市】
デジタルサイネージＰＲ

6月1日（水）～6月30日（木） 本庁舎１階ロビーデジタルサイネージにて、ＰＲ映像を放映する。

【茅ヶ崎市】
「広報ちがさき」掲載

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間について市広報誌に特集を掲載する。

【秦野市】
はだの男女共同社会フォーラム2022

6月25日（土） テーマ「男女で共に生きる喜びを楽しく語ろう」講師：林家うん平氏　場
所：秦野市立本町公民館２階多目的ホール

【厚木市】
男女共同参画の関連図書展示

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画に係る関連図書展示や啓発物品等の布置
場所：厚木市立中央図書館　２階

【大和市】
令和４年度男女共同参画週間パネル展、ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間にパネル展を実施、市内にある市政情報PRボード
に男女共同参画週間ポスター掲示

https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik
/38/jinken_danjokyodosankaku/danjokyodos
ankaku/4443.html

【伊勢原市】
男女共同参画について考える展示会

6月15日（水）～6月30日（木） 伊勢原市役所　１階ロビー
男女共同参画のさまざまなテーマに関するパネル展示

【伊勢原市】
我が家の家事・育児分担を考えるワークショップ

6月26日（日）
14：00～16：00

伊勢原市民文化会館　展示室１・２
夫婦がお互いを思いやりながら生活できるよう、各家庭に合った家事・
育児分担の方法を学ぶ。

https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/
2022051800048/

【海老名市】
デジタルサイネージ　PR映像放送

6月15日（水）～6月30日（木） 海老名駅前デジタルサイネージにてPR映像を放送 https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/k
yodo/danjo/index.html

パネル展
【海老名市】

6月23日（木）～6月30日（木） 海老名市役所エントランスホールにてパネル展を開催 https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/k
yodo/danjo/index.html

【座間市】
男女共同参画週間

6月23日（木）～6月29日（水） ポスター・チラシ等の配架・掲示
場所　１階エレベーター前

【座間市】
第１９回　あくしゅフォーラム　「南極ではたらく　～かあちゃ
ん、調理隊員になる～」（仮）講師　渡貫　淳子　氏

8月6日（土） 男女共同参画に関する講演
場所　ハーモニーホール座間（市民文化会館）小ホール

【南足柄市】
啓発事業

6月1日（水）～ 南足柄市広報6月号に男女共同参画週間の内容を掲載。 https://www.city.minamiashigara.kanagawa.j
p/machi/jinken/danjyo/p06842.html

【二宮町】
「男女共同参画週間」図書館特設展示

5月31日（火）～7月3日（日） 場所：二宮町図書館
内容：男女共同参画について学べる図書の紹介

【開成町】
男女共同参画週間啓発

6月13日（月）～6月29日（水） 男女共同参画期間中、来庁者に啓発グッズ（シール）を配布する。

にいがた女（ひと）と男（ひと）フェスティバル2022 講演会
6月26日（日）
ワークショップ
6月18日（土）～26日（日）

主催：（公財）新潟県女性財団
県内グループ企画のワークショップ、講演会の開催
講演会「アナウンサーパパが伝える、ワークライフバランスと女性活躍」
講師：笠井信輔氏（フリーアナウンサー）

講演会
https://npwf.jp/wp-content/uploads/2022-
festival.pdf
ワークショップ
https://npwf.jp/wp-
content/uploads/2567c5d6f4b705318aceab
8470b53177.pdf

県広報紙「ふれ愛ほっとらいん」及び女性財団情報紙「新潟
県女性センター情報」への掲載

6月7日（火）～5月17日（火） 男女共同参画週間と「にいがた女（ひと）と男（ひと）フェスティバル
2022」の周知

https://npwf.jp/

「男女共同参画週間」パネル展 6月18日（土）～6月26日（日） 男女共同参画・女性活躍推進の啓発のためのパネル展示を実施
場所：新潟ユニゾンプラザ

【三条市】
小学校における男女共同参画出前講座

6月29日（水） 小学校5・6年生向けに女性の消防本部職員や男性の保育所職員から
の職業観に関する講話を行い、性別によらない職業選択の多様性につ
いてグループワークを行う。

【三条市】
小学校における男女共同参画出前講座

7月13日（水） 小学校5・6年生向け家庭における家事分担を事例に専門家を講師とし
て講義を行い、性別に係る固定的役割などへの偏見等について考え
る

【三条市】
中学校におけるデートDV防止講座

6月22日（水）、7月13日（水） NPO法人の職員を講師に、中学校３年生を対象として、デートを例に男
女の関わり方を学ぶ機会を設ける。

【柏崎市】
パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） 当市における男女共同参画推進状況等のポスター・啓発資料の掲示
【市庁舎ロビー】

【柏崎市】
懸垂幕掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 「男女共同参画社会をめざして」懸垂幕掲示
【高柳町事務所、西山町事務所】
啓発ポスター掲示
【高柳町事務所・西山町事務所・市出先施設】

【新発田市】
「男女共同参画週間」パネル展

6月23日（木）～6月30日（木） 男女共同参画の啓発、ハッピーパートナー企業・男女共同参画推進団
体の活動などに関するパネルの展示
場所：新発田市生涯学習センターエールコーナー

【見附市】
男女がいきいき、共に輝くまちを目指して
～男女共同参画週間パネル展～

6月23日（木）～6月29日（水） 見附市市民交流センター　ネーブルみつけにて男女共同参画社会の
形成に関するパネル等の展示

【糸魚川市】
男女共同参画パネル展

6月23日（木）～６月29日（水） パネル展示

【糸魚川市】
男女共同参画オンライン講演会
（にいがた女と男フェスティバル2022）

6月26日（日） 新潟県女性財団主催の講演会について、オンライン参加枠を利用し、
市民会館を会場にパブリックビューイングを実施する。

【五泉市】
市広報掲載

6月25日（土） 男女共同参画週間および、ごせん男女共同参画推進計画策定の紹介 https://www.city.gosen.lg.jp/organization/1
/3/1/index.html

【魚沼市】
男女共同参画市民講座、（公財）新潟県女性財団地域セミ
ナーＩＮ魚沼

6月23日（木） 「防災力UP！多様な視点で防災を考える」
講師：坂田　静香さん
会場：魚沼市堀之内公民館

https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/20
22042200031/

【南魚沼市】
男女共同参画週間について市報と市ホームページで広報

6月1日（水）～6月29日（水） 市報は6月15日号に掲載予定

【聖籠町】
定住自立圏男女共同参画巡回パネル展

6月3日（金）～6月30日（木） 定住自立圏協定を締結している新発田市・胎内市・聖籠町にて啓発パ
ネル展を巡回して開催

サンフォルテフェスティバル2022 6月25日（土）～7月23日（土） 【25日】
1　表彰
　・富山県部門功労表彰等
2　基調講演
「変わる勇気 変えるアクション」
山口　香氏（筑波大学体育系教授）
【26日】
シネマ「チア・アップ！」
【6月25日、26日】
ワークショップ
【6月25日～7月23日※休館日(月曜日、祝日)除く】
展示

https://www.sunforte.or.jp/event/svEveDtl.
aspx?servno=1164

【富山市】
男女共同参画関連　写真・啓発パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画関連の写真・啓発パネル展示（DVD上映、パンフレット展
示等）

【富山市】
男女共同参画関連図書展示

6月22日（水）～7月18日（月・祝） 毎年のキャッチフレーズに沿った男女共同参画関連図書の展示
開催場所：富山駅前CiCビル　4階
とやま駅南図書館「ぶらり」

【射水市】
男女共同参画週間の啓発用看板の設置

6月1日（水）～6月29日（水） 小杉駅の広告塔を活用した男女共同参画の周知

【射水市】
男女共同参画の該当啓発

6月27日（月） 小杉駅前および越中大門駅前にて、男女共同参画の啓発物品の配布

【射水市】
男女共同参画のパネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 射水市役所本庁舎エントランスホールにて、男女共同参画に関するパ
ネルの展示

【魚津市】
男性の家事育児風景写真展示

6月10日（金）～6月22日（水） 魚津市立図書館において魚津市男女共同参画地域推進員が企画した
フォトコンテストの受賞作品を展示

【魚津市】
特設図書コーナーの設置

6月10日（金）～6月22日（水） 魚津市立図書館において男女共同参画関連図書の特設設置

神奈川県

新潟県

富山県



全国の行事一覧　

都道府県 行事、広報啓発活動 実施予定時期 内容 URL等

・報告があった自治体についてのみ掲載しています。
・市区町村名等の記載がないものは、都道府県が主催する行事です。

【氷見市】
企画展示
「あなたらしい」を築く ー個性と多様性を尊重する社会へー

6月23日（木）～7月7日（木） 氷見市立図書館一般開架室にて、男女共同参画やジェンダー平等、
LGBTQに関連する図書の展示を行う。

【砺波市】
「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ

６月９日（木）～８月９日（火） 市立砺波図書館にて男女共同参画の啓発のため、企画展示コーナー
を設け、関連図書やパンフレット、ポスターを展示

https://www.city.tonami.toyama.jp/blog/gro
up/toshi

【南砺市】
ポスター掲示やパンフレット設置による啓発活動（男女共同
参画推進員南砺市連絡会）

6月23日（木）～6月29日（水） 南砺市役所ロビーにてポスター掲示やパンフレット設置による啓発活
動を実施

【上市町】
男女共同参画に関連する書籍を特集するコーナーの設置

6月 上市町立上市図書館（男女共同参画週間前より1か月程度設置予定）

【立山町】
男女共同参画のパネル等展示

６月２１日（火）～６月３０日（木） 立山町役場正面ホール及び立山町元気交流ステーションにて、男女共
同参画に関するパネル等の展示

「男女共同参画」啓発ポスター展 6月1日（火）～6月30日（水） 県内各地で、男女共同参画啓発ポスターの展示や、啓発チラシ・グッズ
の配布を行います。

啓発図書展示 ５月２４日（火）～6月30日（水） 県庁、県有施設および敦賀市立図書館、勝山市立図書館において啓
発図書の展示を行います。

啓発ポスターの配布 6月1日（水）～ 内閣府ポスターを敦賀市内の事業所約50ヵ所に配布します。
あんだんてをみよう座
「モラルハラスメント」

6月1日（水）～ YouTubeで配信します。

【敦賀市】
街頭啓発活動

6月２日（木） 商業施設で啓発グッズ等の配布活動を行います。
【場所】敦賀内の商業施設

【鯖江市】
世界のプライドマンス特別展

6月1日（水）～6月30日（木） LGBTQ に関する情報・プライドマンスの歴史等パネル展示
鯖江市：夢みらい館・さばえ、さばえSDGｓ推進センター

【鯖江市】
同性パートナーシップ制度講演会

6月11日（土） リーダー養成講座「さんかく塾」として、講演会を実施します。
【場所】鯖江市：夢みらい館・さばえ

【鯖江市】
さばえSDGｓBookカフェ（意見交換会）

6月1６日（木） 【テーマ】「パートナーシップ制度と性の多様性について考えよう！」
【場所】鯖江市：さばえSDGｓ推進センター

【鯖江市】
さばえSDGｓCINEMAシェア

6月29日（水） シネマ「　ジェンダーマリアージュ　」を上映します。
【場所】鯖江市：さばえSDGｓ推進センター

【越前市】
「にじかべ」
～あいぱーく今立の壁を虹色に飾ろう～

6月1４日（火）～６月２９日（水） LGBTのシンボルカラー虹色に壁を飾ります。
【場所】越前市：あいぱーく今立

http://www.andante-echizen.net/

【坂井市】
街頭啓発活動

6月11日（土） 啓発グッズを配布します。
【場所】坂井市：丸岡町バスターミナル交流センター

【永平寺町】
第４回「男女共同参画」川柳募集

6月1日（水）～8月31日（水） 永平寺町では、男女共同参画に関する五・七・五の川柳を募集します。

【越前町】
街頭啓発活動

6月23日（木）～6月29日（水）内の1日 啓発グッズを配布します。
【場所】越前町内の商業施設２か所

【美浜町】
性自認・LGBTQ]後援会

6月３０日（木） 性自認・LGBTQ等テーマの講演会開催します。
【場所】美浜町：美浜町生涯学習センターなびあす

第11回「カジダン・イクメン写真展」 6月14日（火）～6月30日（木） 家事や育児に積極的に取り組む男性の姿を写真で紹介し、男性の家
庭参画への理解と関心を深める機会とする。
開催：ぴゅあ総合、ぴゅあ富士、ぴゅあ峡南

男女共同参画推進月間記念講演会「男性脳・女性脳ってほ
んと？」

6月11日（土） 脳の性差について、その科学的根拠の有無や性別役割分担の考え方
との関係を学ぶ機会とする。
開催：ぴゅあ総合、ぴゅあ富士

https://www.yamanashi-
bunka.or.jp/pwm/descriptsogo.html?code=1
691

男女共同参画推進月間記念講演会「男性共同参画で変わ
る社会と暮らし」

6月25日（土） 地域課題としての男女共同参画について参加者で共有し、解決のため
に地域住民ができることをワークショップ形式で考える。
開催：ぴゅあ富士

https://www.yamanashi-
bunka.or.jp/pwm/descriptfuji.html?code=169
5

山梨県立図書館連携展示「男女共同参画推進月間」 6月16日（木）～6月30日（木） 山梨県立図書館と連携し、同図書館内で男女共同参画推進に関する
物品（ポスター、パンフレット等）と関連書籍を展示。

山梨県立男女共同参画推進センターぴゅあ峡南オープニン
グセレモニー「男女共同参画は地域の未来を創る」

6月12日（日） ぴゅあ峡南のリニューアルオープンを記念し、男女共同参画推進のた
めの地域の役割等について広岡守穂中央大学名誉教授にお話しいた

経営者・管理者向け・意識改革促進講座（仮） 6月24日（金） 男女共同参画や女性の活躍に必要な男性の意識改革と行動変革を促
すため、イクボス研修等で人気のある講師による講演会を開催する。

長野県
“あいとぴあ”さんかくセミナー「男女共同参画の基礎・日本
の異常なジェンダー状況～その背景・実態・展望～」

６月18日（土）13：30～15：30 日本に根付いているジェンダーギャップについての講演会（ZOOMとパ
ブリックビューイングでの開催）

https://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/event
/jigyo/030717sankakudai1kai.html

男女共同参画・女性の活躍支援センター等での啓発及び掲
示

6月27日（月）～7月1日（金） 男女共同参画週間の周知
（ポスターパネルの掲示、リーフレット等関連資料の配布）

県HP、「ぎふジョ！」ポータルサイト、Twitter、Facebookへの
掲載

6月上旬～6月29日（月） 男女共同参画週間の周知 【県公式HP】 
http://www.pref.gifu.lg.jp/page/14816.html
【ぎふジョ！】 
https://gifujo.pref.gifu.lg.jp/news/2022/05/
post-74.html 
【twitter】 https://twitter.com/gifujo_ouen
【Facebook】 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00008855654531

庁内放送 6月23日（火）～6月29日（月） 県庁舎内での男女共同参画週間の周知
【岐阜市】
男女共同参画週間パネル展

６月２３日（木）～６月２９日（水） ジェンダーギャップ指数、WLBについてのパネル展示
場所：市役所１階エントランスモール

https://www.city.gifu.lg.jp//kurashi/jinken/1
003438/1003501/1016386.html

【大垣市】
令和4年度男女共同参画フォーラム

6月25日（土） 映画「ビリーブ　未来への大逆転」の上映会とトークイベントを実施す
る。場所：大垣市スイトピアセンター　文化ホール

【高山市】
男女共同参画週間パネル展

6月23日（木）～7月 1日（金） 高山市役所（本庁）ロビーにおいて、男女共同参画社会の実現に向け
ての啓発パネル展を実施。

【多治見市】
男女共同参画週間啓発展示

6月22日（水）～7月7日（木） ヤマカまなびパーク https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/jinken/i
ndex.html

【瑞浪市】
瑞浪市広報誌「広報みずなみ」に掲載

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間の周知
６月1号に記事掲載

【瑞浪市】
瑞浪市ホームページへの掲載

5月下旬～来年度5月中旬 男女共同参画週間の周知
内閣府が作成したポスター等掲載

【羽島市】
広報誌に掲載

6月 「広報はしま」6月号において、啓発記事を掲載

【羽島市】
ホームページに掲載

羽島市ホームページにて、掲載

【可児市】
男女共同参画パネル展

6月21日（火）～6月30日（木） 可児市立図書館本館において、パネル展を開催します

【川辺町】
広報誌掲載

6月2日（木） 広報かわべ６月号で特集・啓発予定

【御嵩町】
町内広報誌掲載

6月1日（木）～6月30日（金） 町内広報誌「ほっとみたけ」６月号にて男女共同参画週間について掲
載

横断幕による広報 6月22日（水）～6月30日（木） 静岡市役所庁舎に横断幕を設置(静岡市と共催)
ポスター等の掲出による啓発・広報 6月16日（木）～6月30日（木） 庁舎内掲示板への掲出
静岡県ホームページへの掲載 6月16日（木）～6月30日（木） 県及び市町の行事予定のＨPへの掲載 http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-

150/danjo1.html
男女共同参画社会づくりに関する知事褒賞、褒状授与式 8月3日（水） 男女共同参画の推進に関する取組を積極的に実施している個人や団

体に対する知事表彰
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-
150/danjo1.html

ウィルあいち情報ライブラリーフェスタ 6月22日（水）～7月24日（日）（予定） 情報ライブラリーが作成した啓発パネルと、関連図書等を展示・貸出し
ます。（愛知県女性総合センター情報ライブラリー）
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては延期または中止の可能
性有り。

https://www.will.pref.aichi.jp/jyoholibrary/in
dex.html

【豊橋市】
男女共同参画週間「ジェンダーの呪文～モヤモヤする言葉

」

6月23日（木）～6月29日（水） 「男は仕事、女は家庭」「男・女らしさ」といった無意識の思い込みを含
む言葉を募集、展示する。（市役所市民ギャラリー）

https://www.city.toyohashi.lg.jp/7826.htm

【岡崎市】
・男女共同参画週間パネル展
・男女共同参画週間の啓発ライトアップ

6月15日（水）～6月22日（水）
6月23（木）～6月29日（水）

岡崎市図書館交流プラザにて男女共同参画に関するパネル展示及び
男女共同参画に関する啓発を行う。
男女共同参画週間に関する啓発ライトアップを殿橋・明代橋で行う。

【一宮市】
男女共同参画週間啓発用の横断幕設置

6月20日（月）～6月29日（水） 尾張一宮駅前ビル（iビル）３階テラスに男女共同参画週間の啓発を目
的とした横断幕を設置する。

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/sougou
seisaku/seisaku/1044355/1011554/103473

【一宮市】
男女共同参画に関連したパネル展示

6月17日（金）～7月1日（金） 一宮市役所本庁舎１階にて男女共同参画に関するパネル展示を実施
する。

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/sougou
seisaku/seisaku/1044355/1011554/103473
9 h l【瀬戸市】

市広報誌「広報せと」へ掲載
6月1日（水） 市広報誌「広報せと」に、男女共同参画週間についてキャッチフレーズ

とともに掲載。
【春日井市】
啓発パネル・ポスター展示及び図書資料のPRコーナー設置

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関する啓発パネルやポスターの展示を行うとともに、
図書資料のPRコーナーを設置し、啓発を行う。

【豊川市】
男女共同参画週間啓発事業

6月23日（木）～6月29日（水） ・パネル展示及び啓発資料等の配布（市役所本庁舎1階ロビー）
・市ホームページへの掲載

https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/danj
okyodosankaku/danjyosyuukan.html

【津島市】
男女共同参画週間に合わせたパネル展示及びのぼり旗設
置

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間に合わせて、男女共同参画啓発パネル「みんな
で！家事」（A2サイズ11枚）を展示、パネルの横と出入り口にのぼり旗
を設置し、市民の理解を促進する。

http://www.city.tsushima.lg.jp

【津島市】
啓発用のぼり旗設置

6月23日（木）～6月30日（木） 津島市役所正面玄関1か所　出先機関1か所

【安城市】
オンライン講演会「子どもも大人も知りたい性教育」

6月25日（土） 針ヶ谷　美智子氏（助産師・ナーベルプラ座）を講師に迎え、Zoomの
Live配信による講演と質疑応答

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machi
dukuri/siminkatudo/sankaku/syukan.html

【安城市】
懸垂幕掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間に合わせて、男女共同参画に関する懸垂幕を掲示
する。

【江南市】
懸垂幕掲示

6月20日（月）6月30日（木） 男女共同参画に関する懸垂幕を掲示する。
（市役所西側）

【江南市】
男女共同参画セミナー

6月29日（水） アンガーマネジメント講座
～怒りの感情と上手に付き合うために～

【大府市】
男女共同参画週間啓発事業

6月23日（木）～6月26日（日） 石ヶ瀬会館
愛知県副知事佐々木菜々子氏による講演会他講座を開催

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

【知多市】
男女共同参画週間　広報掲載

6月号に掲載 市の広報誌に男女共同参画週間の啓発記事を掲載。

【知多市】
中学生向け啓発パンフレット配布

6月中に実施 市内の中学２年生を対象に、男女共同参画についてのパンフレットを配
布。

【知多市】
知多市男女共同参画センターにて啓発活動

6月中に実施 図書コーナーにて、特設コーナーを設置し、啓発。
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全国の行事一覧　

都道府県 行事、広報啓発活動 実施予定時期 内容 URL等

・報告があった自治体についてのみ掲載しています。
・市区町村名等の記載がないものは、都道府県が主催する行事です。

【知立市】
広報知立への掲載

6月1日（水）～ 男女共同参画週間

【知立市】
市内公共施設でのポスター掲示

6月23日（月）～6月30日（月） 男女共同参画週間PRのポスターを掲示

【尾張旭市】
パネル展示

6月20日（月）～6月29日（水） 男女共同参画に関するパネル展示を実施する。（市役所ロビー）

【尾張旭市】
のぼり旗掲出

6月16日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関するのぼり旗を掲出する。（市役所東玄関ロータ
リー）

【尾張旭市】
懸垂幕掲出

6月16日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関する懸垂幕を掲出する。（尾張旭駅南北線EV棟）

【尾張旭市】
コミュニティビジョン放映

6月16日（木）～6月30日（木） コミュニティビジョンで週間の啓発を実施する。（市役所及び保健福祉セ
ンター内コミュニティビジョン）

【尾張旭市】
男女共同参画講座

6月25日（土） 「しっかりわかる「ジェンダー平等」
― 私のモヤモヤから日本の未来まで ―」と題した講座を実施する。
（中央公民館・オンライン受講）

【尾張旭市】
図書館での特集展示

6月2日（木）～6月30日（木） 男女共同参画に関する図書等のミニ展示を実施する。（図書館）

【尾張旭市】
広報誌での啓発

6月1日（水） 広報誌で週間の啓発を実施する。（広報6/1号）

【岩倉市】
広報誌での啓発

6月号に掲載 市の広報誌に男女共同参画週間の啓発記事を掲載。

【豊明市】
男女共同参画フォトコンテスト作品展示

6月中に実施予定 過去に行った男女共同参画フォトコンテスト作品を豊明市共生交流プラ
ザに展示する。

【日進市】
男女共同参画　特集図書展示

6月3日（金）～6月30日（木） 日進市立図書館特集コーナー

【日進市】
啓発パネル展示
・男女共同参画のキホン
・アンコンシャス・バイアスについて

6月24日（金）正午～6月30日（木）正午 日進市立図書館エントランス
日進市立図書館第３会議室

【田原市】
男女共同参画関連図書コーナーの設置

6月11日（土）～8月11日（木） ・男女共同参画に関する図書等の展示を実施。

【田原市】
市ホームページでの啓発

6月23日（木）～6月29日（水） ・市のホームページに掲載し、周知を図る。 https://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/kak
ushukeikaku/1002987/1001490/1007158.ht

【愛西市】
男女共同参画週間啓発

6月23日（木）～6月29日（水） ・男女共同参画週間について、広報誌6月号および市ホームページに
掲載。

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

【北名古屋市】
広報北名古屋

6月号に掲載 広報北名古屋6月号に掲載

【北名古屋市】
ポスター掲示

6月20日（月）～6月29日（水） 内閣府男女共同参画のHPでダウンロードできるポスターを庁舎内に掲
示する。

【弥富市】
市広報誌「広報やとみ」へ掲載

6月上旬 市広報誌「広報やとみ」6月号に、男女共同参画に関する啓発記事を
キャッチフレーズとともに掲載

【みよし市】
男女共同参画川柳・標語の募集

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画をテーマにした川柳・標語の募集 http://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/kyodo/danzyokyoudou/senryu
boshuu.html

【みよし市】
男女共同参画啓発パネル展示

6月1日（水）～6月30日（木） LGBTの基礎知識に関するパネル展示
（市役所１階）

【あま市】
男女共同参画週間パネル展

6月11日（土）～6月29日（水） ウィルあいち情報ライブラリーで借用した男女共同参画に関するパネ
ル展示

【長久手市】
男女共同参画啓発事業「歌と時代と男と女」開催

6月23日（木） 時代の移り変わりに伴う歌謡曲の男女に関する歌詞の変遷を演奏とと
もに読み解くことで、男女共同参画に関する啓発活動を行う。

【東郷町】
男女共同参画啓発パネルの展示

6月8日（水）～7月6日（水） 愛知県女性総合センター（ウィルあいち）情報ライブラリーが貸し出して
いるパネル「コロナが変えた・コロナで変える仕事・生活・健康とジェン
ダー意識」を東郷町役場の正面玄関ロビーに展示する。

【豊山町】
男女共同参画週間啓発活動

6月23日（木）～6月23日（水） ・役場庁舎ロビーにて、LGBTに関してのパネル展を実施。
・庁舎に懸垂幕を掲げる。
・広報6月号に特集記事
・図書室にて関連本展示
・放課後児童クラブにて関連本の読み聞かせ

【蟹江町】
男女共同参画週間の啓発

6月23日（木）～6月29日（水） 内閣府男女共同参画局作成の男女共同参画週間のポスターを庁舎内
に掲示し啓発を行う。

【蟹江町】
男女共同参画週間の啓発

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間について広報誌６月号および町公式ホームページ
に掲載し啓発を行う。

https://www.town.kanie.aichi.jp/

【阿久比町】
広報紙、HP、電光掲示板を通じた広報

6月15日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間や啓発パネル展の周知

【阿久比町】
男女共同参画啓発パネル展

6月15日（水）～7月4日（月） 男女共同参画に関するパネルの展示
場所：阿久比町立中央公民館

【東浦町】
男女共同参画パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 役場ロビーにて、ウィルあいち情報ライブラリー作成の男女共同参画パ
ネルを展示。

【南知多町】
広報、ポスター掲示

6月20日（月）～6月29日（水） ・町広報6月号に掲載。
・内閣府男女共同参画のHPでダウンロードできるポスターを庁舎内に

【美浜町】
男女共同参画週間事業

6月 啓発記事を町の広報誌、ホームページに掲載する

【武豊町】
「男女共同参画週間」のポスター画像を掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 「男女共同参画週間」のポスター画像を役場庁舎内の電光掲示板に表
示

【三重県】
フレンテまつり2022オンライン with ジェンダー城のナゾ！3

6月23日（木）～ 特設サイトにて、フレンテみえ登録団体の活動を動画や写真で紹介す
るとともに、男女共同参画について学ぶ「謎解きゲーム」を掲載する。
（オンライン開催）

【三重県】
男女共同参画週間パネル展示

6月中 男女共同参画に関するパネル展示
場所：三重県男女共同参画センターフレンテみえ

【三重県】
三重県庁での庁内放送

6月23日（木）～6月29日（水） 三重県庁における男女共同参画週間に関する庁内放送（毎日１回）

【津市】
図書館特別展示コーナー設置

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間に合わせ、男女共同参画に関する図書の展示コー
ナーを設置。

【津市】
庁舎壁への懸垂幕設置

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間に関する懸垂幕設置

【四日市市】
三重県内男女共同参画連携映画祭

6月26日（日） 映画を通して男女共同参画への啓発を実施する。

【桑名市】
広報くわな6月号への掲載

男女共同参画週間について広報紙で啓発を実施する。 https://www.city.kuwana.lg.jp/hisyokoho/shi
seijouhou/kouchoukouhou/25-88687-210-
651.html

【桑名市】
市ホームページへの掲載

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間についてホームページで啓発を実施する。

【松阪市】
市庁舎パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間に関するパネル展示を市庁舎内にて設置する。

【松阪市】
市ホームページへの掲載

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間について、市ホームページで啓発を実施する。 https://www.city.matsusaka.mie.jp/

【松阪市】
市広報誌への掲載

6月1日（水）発行 男女共同参画週間について、市広報誌で啓発を実施する。

【松阪市】
啓発物品の配布

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間に合わせ、男女共同参画に関する啓発を実施す
る。

【名張市】
やなせ宿にてパネル展示

5月21日（土）～6月1日（水） やなせ宿にて男女共同参画に関するパネル及びパンフレット等の展示
を行う。

【名張市】
市庁舎1階ロビーにてパネル展示

6月16日（木）～6月30日（木） 庁舎1階ロビーにて男女共同参画に関するパネル及びパンフレット等の
展示を行う。

【名張市】
男女共同参画週間に伴う街頭啓発

6月23日（木） 市内商業施設出入口等にて街頭啓発を行う。

【鳥羽市】
図書館特設コーナー設置

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間にあわせ、男女共同参画に関する図書の展示コー
ナーを設置する。

【鳥羽市】ホームページへの掲載
（令和4年度の情報は6月1日以降に更新）

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間についてHPで啓発を実施する。 https://www.city.toba.mie.jp/gyosei_joho/da
njokyodosankaku/4529.html

【伊賀市】
男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが2022」

7月9日（土） 伊賀市男女共同参画ネットワーク会議との共催で、フォーラムを開催す
る。
講演会：「私は創造的でありたい～人生100年時代を生きるということに
ついて」
講師：若宮正子さん
会場 伊賀市文化会館さまざまホ

https://www.city.iga.lg.jp/0000000672.html

【伊賀市】
ホームページへの掲載

5月下旬頃～7月9日（土） 男女共同参画週間についてホームページで啓発を実施する。 https://www.city.iga.lg.jp/0000009258.html

【伊賀市】
男女共同参画センター内でのパネル等展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間に合わせ、男女共同参画に関するパネル等を設
置。

【東員町】
町広報誌への掲載

6月3日（金）～6月30日（木） 男女共同参画週間について広報誌で啓発を実施する。

【菰野町】
防災ラジオにおける放送

6月23日（木）～6月29日（水） 防災ラジオにおいて男女共同参画週間に関する放送（毎日1回）

【菰野町】
おしらせ版6月後半号へ掲載

5月31日（火）発行分 男女共同参画週間についておしらせ版で啓発を実施する。

【南伊勢町】
三重県内男女共同参画連携映画祭2022　南伊勢町会場

6月18日（土） 南伊勢町町民文化会館で男女共同参画に関する映画の上映とパネル
展示を実施する。（上映映画「最高の人生の見つけ方」）。

【紀北町】
町広報誌への掲載

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間について広報誌で啓発を実施する。

男女共同参画啓発パネル展示 6月20日（月）～7月1日（金） 男女共同参画にかかる啓発パネルの展示
場所：滋賀県庁内

庁内放送 6月23日（木） 庁内放送による男女共同参画週間の周知
場所：滋賀県庁

共通事務端末ログオン画面情報への掲載 6月27日（月）～7月3日（日） 県庁職員が使用する端末のログオン画面にて男女共同参画週間の周
知を行う

メルマガによる啓発 6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間・キャッチフレーズ・内閣府HP・G-NETシネマの紹介
等

愛知県

三重県



全国の行事一覧　

都道府県 行事、広報啓発活動 実施予定時期 内容 URL等

・報告があった自治体についてのみ掲載しています。
・市区町村名等の記載がないものは、都道府県が主催する行事です。

「今年度の男女共同参画週間キャッチフレーズ」にちなんだ
言葉の募集

6月23日（木）～8月31日（水） 男女共同参画について考えてもらう機会として、今年度の男女共同参
画週間のキャッチフレーズ「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ
にちなんだ言葉を募集する。
場所：滋賀県県立男女共同参画センター

週間のぼり旗の設置 6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画推進のぼり旗の設置
場所：滋賀県立男女共同参画センター

図書・資料室による啓発
◆男女共同参画に関する本のコーナーの設置
◆図書資料室だよりの発行
◆女性史資料の一部展示
◆県内図書館との啓発連携

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画（週間）に因んだ
◆図書等の紹介コーナーの設置
◆記事の掲載
◆展示ケースによる展示
◆資料等送付
場所：滋賀県立男女共同参画センター

Ｇ-ＮＥＴほっとセミナー公開講演会 6月26日（日）
13:30～16:30

絵本作家さんによる講演会。絵本のこと、子育てのこと等
場所：滋賀県立男女共同参画センター

https://www.pref.shiga.lg.jp/g-
net/seminar/307805/316448.html

Ｇ-ＮＥＴシネマ 6月25日（土）　
13:30～

イラク戦争下の子どもたちを描いた映画の上映
場所：滋賀県立男女共同参画センター

https://www.pref.shiga.lg.jp/g-
net/seminar/103537.html

女性コワーキング関連イベント 未定 未定
場所：滋賀県立男女共同参画センター

巡回写真展「スウェーデンのパパたち展」 6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画について考えてもらう機会として、「スウェーデンのパパ
たち」の展示会を行う。
場所：滋賀県立男女共同参画センター

「笑顔になろう」写真展 6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画について考えてもらう機会として「笑顔になろう」写真展を
行う。

「今年度キャッチフレーズ」にちなんだ言葉展 6月23日（木）～8月31日（水） 男女共同参画について考えてもらう機会として、今年度の男女共同参
画週間のキャッチフレーズ「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ
にちなんだ言葉を募集し、応募作品の展示を行う。
場所：滋賀県立男女共同参画センター

館内クイズラリー 6月23日（木）～8月31日（水） 男女共同参画に関するクイズラリーを行う。
場所：滋賀県立男女共同参画センター

人権教育掲示板 6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画に関する広報・啓発
場所：滋賀県庁内

公共職業訓練
（女性の再チャレンジ支援コース)

6月1日（水）～7月29日（金） 就職に向け、WordやExcelの基礎的な知識の取得
（その他男性・女性問わず各種職業訓練を実施しています。）
対象：女性（応募要件あり）
場所：滋賀ビジネス学院彦根校

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosa
ngyou/shigoto/306243.html

京都府男女共同参画センター
「令和４年度　男女共同参画週間」

6月23日（木）～6月29日（水） ポスター掲示（交流コーナー）、らら京都ホームページ、らら京都ニュー
スへの掲載 https://www.kyoto-womensc.jp/

【綾部市】
男女共同参画週間企画「映画上映会」

6月18日(土) 午前の部：わたしはマララ
午後の部：ドリーム
場所：あいセンター

http://www.city.ayabe.lg.jp/aicenter/koza/s
hukan04.html

【綾部市】
パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関するパネルの展示
場所：あいセンター

【綾部市】
のぼり掲出

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間の啓発
場所：あいセンター前、市役所前

【宇治市】
男女共同参画週間UJIのつどい
ジェーン・スーさん講演会「ひとまず上出来～いまの自分の
『ちょうどいい』を見つけよう～」

6月25日（土）13：30～15：30
申込6月12日（日）必着

コラムニストでラジオパーソナリティのジェーン・スーさんをお迎えし、「ら
しさ」の縛りを離れ、ライフステージに沿って今の自分にとって心地いい
生活を送るためのヒントをお話しいただく。
男女共同参画支援センター4階会議室1

http://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/68/529
95.html

【宇治市】
ギャラリーステップワン男女共同参画週間展示

6月22日（水）～7月5日（火） 京都大学生存権研究所男女共同参画推進委員会とともに男女共同参
画週間を啓発する展示を行う。
男女共同参画支援センター1階

【亀岡市】
男女共同参画週間の啓発

6月23日（木）～6月29日（水） 市役所１階エントランスホールでの展示、懸垂幕の掲示等を行います。

【亀岡市】
亀岡市の広報紙「広報かめおか」に掲載

6月1日（水）～6月30日（木） 「広報かめおか６月号」に男女共同参画週間のキャッチフレーズを掲載
します。

【城陽市】
男女共同参画に関するパネル展示

6月24日（金）～7月22日（金） 男女共同参画に関するパネル展示
場所：城陽市男女共同参画支援センターぱれっとJOYO

【長岡京市】
男女共同参画週間事業
講演『夫婦の「呼び名」はどこから来たの？～なぜ夫は「主
人」で、妻は「家内」なの？～』

6月27日（月）10：30～12：30 内容：身近で聞いたり使ったりする「夫婦の呼び名」の歴史的背景につ
いて学び、　性別や性別役割に関する無意識の思い込みについて考え
る。　
会場：長岡京市バンビオ1番館6階創作室1

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/000001236
2.html

【長岡京市】
図書館特別展示コーナー設置

6月 内容：男女共同参画週間に合わせ、男女共同参画に関する図書の展
示コーナーを設置。
場所：長岡京市バンビオ1番館6階男女共同参画センター及び長岡京市
立図書館

【八幡市】
男女共同参画週間パネル展示

６月２３日（木）～６月２９日（水） 場所：八幡人権・交流センター、男女共同参画に関するパネルの展示

【八幡市】
男女共同参画社会リーダー養成講座

７月４日（月）～ 場所：八幡人権・交流センター、講演（タイトル：ＬＧＢＴ～セクシュアルマ
イノリティについて、講師：桜井　秀人さん）

【大山崎町】
中央公民館図書室で図書の紹介コーナーを設置

6月1日（水）～6月29日（水） 男女共同参画に関係する本を紹介するコーナーを設置

【大山崎町】
庁舎ロビーでパネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関するパネル展示

男女共同参画週間におけるロビー展示 6月23日(木)～6月29日(水) 男女共同参画関連の展示およびDVDの上映の実施
場所：大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)

情報ライブラリー　テーマ展示 6月23日(木)～6月29日(水) 「男女共同参画」をテーマに資料等を展示
場所：大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)

府内市町村イベント一覧公開 6月23日(木)～6月29日(水) 府内市町村の取組等について、府HPで公開 https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/danjo/d
annjosyukan event.html

SNSを活用した広報 6月23日(木)～6月30日(水) Facebook Twitter メルマガ等を活用した情報の発信
【大阪市】
「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。

【大阪市】
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。

【豊中市】
男女共同参画週間事業講演会

7月10日（日） ・第3次豊中市男女共同参画計画の説明
・基調講演「女らしさと日本語―アイデンティティは言葉からー」
講師：関東学院大学経営学部教授　中村桃子
場所：くらしかん　イベントホール

【豊中市】
男女共同参画週間関連資料展示

5月21日（土）～6月30日（木） ・豊中市立図書館、市内小中学校との連携展示（「じぶんらしさ」みつけ
よう）

【池田市】
男女共同参画週間啓発展示

6月13日（月）～6月29日（水） ポスター・パネル啓発展示

【吹田市】
情報ライブラリーテーマ展示「男女共同参画週間」

6月23日（木）～6月29日（水） 情報ライブラリーにて「男女共同参画週間」の関連図書等の特設展示
を実施

【吹田市】
ホームページによる周知

6月23日（木）～6月29日（水） 公式HPに男女共同参画週間について掲載 https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshi
ki/div-shimin/jinken/keihatsu-

【泉大津市】
男女共同参画キャッチフレーズの募集

5月～6月10日（金） 泉大津市の男女共同参画キャッチフレーズを募集。優秀作品について
は表彰を予定。また、応募作品を市役所ロビー・にんじんサロンにて展
示する。

https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kou
shitsu/jinkenkurasi/tantougyoumu/danjo/ni
njinsaron/1594972264807.html

【泉大津市】
第14回にんじんサロンまつり＆記念講演会

6月26日（日） 男女共同参画週間・就職差別撤廃月間・男女雇用機会均等月間記念
事業として２部構成で開催。第１部「第14回にんじんサロンまつり」は、
サロンで活動する市民団体の学習の成果発表、そして男女共同参画
キャッチフレーズの表彰を行う。第２部「記念講演会」は「アンコンシャ
ス・バイアスへの気づきを持とう」というテーマの講演を行う。
場所：テクスピア大阪　小ホール

https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kou
shitsu/jinkenkurasi/tantougyoumu/danjo/ni
njinsaron/saronmaturi.html

【守口市】
男女共同参画週間記念のつどい　２０２２　　講演会「世界
一幸せな国フィンランドから学ぶ～他者を尊重し、自分らしく
生きる 」

6月25日（土）14：00～15：30 講演：九州ルーテル学院大学人文学科　准教授　坂根シルック氏、会
場：守口市中部エリアコミュニティセンター

【枚方市】
男女共同参画週間事業動画配信「アンコンシャス・バイアス
（仮題）」

7月27日（水）～8月9日（火） 知らず知らずのうちに誰かを傷つけてしまう無意識の思い込み（アンコ
ンシャス・バイアス）の対処方法について、守屋智敬さんが講演します。
動画配信。

【枚方市】
男女共同参画週間事業動画上映会「アンコンシャス・バイア
ス（仮題）」

8月4日（木） 動画配信と同内容で、配信視聴環境のない方、手話通訳が必要な方を
対象に開催。
場所：男女共同参画活動ルーム（ひらかたサンプラザ３号館５階）

【茨木市】
広報「いばらき」6月号

6月1日（水）～6月30日（木） 広報誌に男女共同参画週間に関する記事を掲載

【茨木市】
懸垂幕の掲出

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間の懸垂幕を市役所本庁舎に掲出

【茨木市】
男女共同参画週間展示

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画に関する展示を茨木市立男女共生センターローズＷＡＭ 
エントランス付近に常設

【茨木市】
男女共同参画週間記念講演会

7月2日（土） 「夫婦・パートナー関係もそれでいい。」をテーマに男女共生センター
ローズＷＡＭワムホールで講演会を実施

【八尾市】
市政だより「じんけん」

5月20日（金）発行 市政だより「じんけん」のページを通して、男女共同参画に関する啓発
記事を掲載。

https://www.city.yao.osaka.jp/0000023962.
html

【八尾市】
八尾図書館と八尾市男女共同センター「すみれ」のコラボ企
画　
『すみれブックフェア』と『脳トレ クイズラリ 』

5月27日（金）～6月29日（水） 八尾図書館と八尾市男女共同センター「すみれ」のコラボ企画である
『すみれブックフェア』と『脳トレ クイズラリー』を通して、男女共同参画
週間に関する情報の発信。

http://danjo.osaka.jp/yao/index.html

【八尾市】
「すみれだより」にて啓発記事掲載

6月上旬発行予定 八尾市男女共同参画センター「すみれ」の定期刊行物「すみれだより」6
月号で男女共同参画週間にちなんだ啓発記事を掲載。

http://danjo.osaka.jp/yao/index.html

【八尾市】
広告付き番号案内表示機による情報発信

6月16日（木）～6月30日（木） 八尾市役所本庁舎1階に設置している広告付き番号案内表示機による
「男女共同参画週間」の情報の発信。

【八尾市】
男女共同参画週間懸垂幕掲出

6月20日（月）～7月1日（金） 「男女共同参画社会を実現しよう6月23日～29日は男女共同参画週
間」の懸垂幕を八尾市役所本庁にて正面玄関に向けて掲出。

【泉佐野市】
広報いずみさの（６月号）

6月 男女共同参画共同参画週間のキャッチフレーズ及び男女共同参画社
会についての記事を掲載
場所：市内各施設及び全戸配布

https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyo
udou/jichi/menu/kouhou_koucyou/shiho.ht
ml

京都府

滋賀県



全国の行事一覧　

都道府県 行事、広報啓発活動 実施予定時期 内容 URL等

・報告があった自治体についてのみ掲載しています。
・市区町村名等の記載がないものは、都道府県が主催する行事です。

【泉佐野市】
市庁舎内放送

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画共同参画週間のキャッチフレーズ及び男女共同参画社
会についての周知・啓発
場所：泉佐野市役所

【泉佐野市】
ポスター掲示

6月6日（月）～6月30日（木） 男女共同参画共同参画週間周知・啓発
場所：泉佐野市役所・いずみさの女性センター・りんくうタウン駅通路

【泉佐野市】
講座「整体しながら、リンパを流そう！」

6月26日（日） 女性を対象に、整体をしながら体を動かしリンパの流れを良くすること
で、身体の調子を整え心もリラックスしてもらう。
場所：ﾚｲｸｱﾙｽﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ･ｶﾜｻｷ生涯学習センター

https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyo
udou/jinken/menu/ladyscenter/ladys_semin
ar.html

【泉佐野市】
女性のための特設電話相談

6月29日（水） 女性の電話相談員による電話相談
場所：いすみさの女性センター

https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyo
udou/jinken/menu/ladyscenter/133074909
4981.html

【富田林市】
特設女性のための電話相談

6月24日（金） 男女共同参画週間に合わせて、女性のための特設電話相談を実施

【富田林市】
市広報・市ウェブサイト掲載

6月 市広報・市ウェブサイトにて、男女共同参画週間記事特集（標語、特設
電話相談等の掲載）について掲載

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/
19/42755.html

【富田林市】
横断幕設置

5月31日（火）～6月30日（木） 「男女共同参画週間（6月23日～6月29日）男女共同参画社会の実現に
向けて」の内容を明記した横断幕を設置

【富田林市】
男女共同参画に関わる資料提供

6月 男女共同参画に関わる資料提供

【富田林市】
図書展示コーナー設置

6月 男女共同参画関連図書を集めた特設コーナーの設置

【寝屋川市】
男女共同参画社会ワンフレーズの募集

～8月15日（月） 「寝屋川市の男女共同参画の推進」をイメージした30字程度のわかり
やすく親しみやすいワンフレーズを募集。
場所：ふらっとねやがわ

【寝屋川市】
男女共同参画週間に関するパネルなどの展示

6月1日（水）～6月30日（木） 寝屋川市立男女共同参画推進センター
第５期ねやがわ男女共同参画プランをテーマとしたパネルなどを展示。
場所：ふらっとねやがわ

【寝屋川市】
男女共同参画週間セミナー

7月8日（金） 寝屋川市立男女共同参画推進センター
第５期ねやがわ男女共同参画プランをテーマとしたセミナーを市民向け
に実施。
場所：ふらっとねやがわ

【寝屋川市】
のぼり旗の設置

6月23日（金）～6月29日（水） 「男女共同参画週間」を印字したのぼり旗を寝屋川市本庁敷地内に設
置。

【寝屋川市】
ポスター掲示

6月23日（金）～6月29日（水） 内閣府が作成したポスターを公共施設に掲示。
場所：公共施設

【寝屋川市】
広報誌に掲載

6月1日（水）～ 市の広報に「男女共同参画週間」の期間や取組を掲載。

【河内長野市】
男女共同参画週間講演会＆第30回おんなとおとこのワイワ
イあごら

6月25日（土） 藤村麻紀＆式町水晶　トーク＆ライブ
絲～ちがう心　ちがう人生をうたでつむぐ
於：河内長野市市民交流センター

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshik
i/34/69845.html

【河内長野市】
「河内長野市男女共同参画週間」パネル展示

6月9日（木）～6月25日（土） 市民交流センター（男女共同参画センター）内で男女共同参画推進の
パネル展示、イベントポスター掲示などの啓発活動

【河内長野市】
あごらニュース

6月 男女共同参画週間講演会の案内

【河内長野市】
広報かわちながの

6月 男女共同参画週間の啓発と上記講演会の案内

【松原市】
広報誌（６月号）による周知

6月号 ・男女共同参画週間について
・松原市における男女共同参画事業の取り組みについて

https://www.city.matsubara.lg.jp/shisei/kou
hou/3/index.html

【松原市】
かがやきだより第６号発刊

6月号 ・男女共同参画社会について
・6月に実施する男女共同参画イベントの紹介

https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/jin
ken center/13337.html

【松原市】
男女共同参画パネル展

6月1日（水）～6月3日（金） ・男女共同参画の視点で活動している団体の紹介
場所：松原市役所1階市民ロビー

【松原市】
第３回かがやきフェスタ

6月12日（日） ・男女共同参画に関する様々な催しを実施
場所：まつばらテラス（輝）

【松原市】
特設女性相談

6月23日（木） ・夜間女性相談の実施（午後5時～午後8時）
場所：松原市役所

【和泉市】
令和4年度 男女共同参画週間事業

6月25日（土）～6月25日（土） 映画「未来を花束にして」上映
和泉市男女共同参画センター登録団体活動内容紹介

https://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/kyoudosanka
ku/gyoumu/danjyokyoudousannkakunokoto/
1526001013532.html

【和泉市】
広報いずみ6月号

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間に関する啓発記事の記載 https://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/siseizyouho/kouhou/kouhou/koh
o_archive/reiwa4_1/index.html

【和泉市】
モアいずみ通信6月号

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間に関する啓発記事の記載 https://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/kyoudosanka
ku/gyoumu/moaizumi/center osirase.html

【和泉市】
男女共同参画週間のポスター掲示

6月20日（月）～6月30日（木） 和泉市役所庁内のデジタルサイネージに男女共同参画週間のポス
ターを掲載

【和泉市】
のぼり旗の設置

6月23日（木）～6月30日（木） 男女共同参画週間に関する周知・啓発

【和泉市】
男女共同参画週間に係る図書の展示

6月23日（木）～6月30日（木） 男女共同参画センターの図書コーナーにて、男女共同参画週間の
キャッチフレーズにちなんだ図書を展示

【高石市】
広報たかいし６月号

6月6日（月）発行 男女共同参画週間に関する記事を掲載

【高石市】
高石市ホームページ

6月6日（月）～6月30日（木） 男女共同参画週間に関する記事を掲載

【高山市】
「男女共同参画週間」パネル展

6月23日（木）～7月5日（火） 男女共同参画週間啓発パネルを展示

【箕面市】
市ホームページによる男女共同参画週間の周知

6月1日（水）～30日（木） 市ホームページにおいて、内閣府男女共同参画局作成のポスター画像
等を掲載予定

https://www.city.minoh.lg.jp/danjyo/index.ht
ml

【箕面市】
男女協働参画講演会

8月8日（土） 男女協働参画に関する講演会
「（仮）更年期の心とからだ」実施予定

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

【箕面市】
市広報紙に男女共同参画週間について掲載

6月号 市広報紙6月号に、男女共同参画週間について掲載予定 https://www.city.minoh.lg.jp/shisei/kouhou/
kouhoushi/index.html

【柏原市】
かしわら男女共同参画フォーラム

6月25日（土） テーマ「人生あきらめたらあかん！～足りない
ものに不平不満を言わずあるものに感謝～」
場所：柏原市民文化会館小ホール

【柏原市】
広報かしわら6月号掲載

6月 男女共同参画週間に関する記事を掲載

【柏原市】
ポスター掲示

6月 男女共同参画週間の周知

【柏原市】
Facebookによる周知

6月 男女共同参画週間の周知

【羽曳野市】
市広報誌「はびきの」

6月号 男女共同参画週間・キャッチフレーズに関する記事を掲載 https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shich
ou/hisho/kouhouhabikino/2022/index.html

【羽曳野市】
市ウェブサイトおよびFacebook

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間・キャッチフレーズに関する記事を掲載 https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shimi
njinken/jikensuishin/jinken_suishin_kyoudou/
danjoshukan.html

【羽曳野市】
電光掲示板

6月6日（月）～6月29日（水） 男女共同参画週間を周知・啓発する内容を掲載
場所：市役所東側壁面

【羽曳野市】
懸垂幕

6月6日（月）～6月29日（水） 男女共同参画週間を周知する内容を掲揚
場所：市役所東側壁面

【羽曳野市】
のぼり

6月6日（月）～6月29日（水） 男女共同参画週間を周知する内容を掲揚
場所：市役所側道３箇所及び市内公共施設１箇所

【羽曳野市】
ポスター

6月6日（月）～6月29日（水） 男女共同参画週間を周知する内容を掲示
場所：市役所内及び市内公共施設16箇所

【羽曳野市】
メッセージカード

5月2日（月）～ 男女共同参画週間・特設女性相談に関する内容を記載し、シューズダ
スターに添えて配付
場所：市役所本館１階

【羽曳野市】
特設女性相談

6月10日（金）
6月22日（水）

定例の女性相談の時間を拡大して実施
（10時～12時50分、1人50分間、予約制）
場所：10日（市役所本館４階）、23日（陵南の森公民館）

https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shimi
njinken/jikensuishin/jinken_suishin_kyoudou/
danjoshukan.html

【摂津市】
男女共同参画週間パネル展

6月20日（日）～6月26日（日） 性別役割意識にとらわれず、誰もが生きがいを感じられる社会の実現
に向けた取組みや、第4期摂津市男女共同参画計画に関する啓発展
示

http://www.with-settsu.jp/

【摂津市】
男女共同参画セミナー

6月25日（土） 講演会：「誰もが何度でも、やり直せる社会をめざして～Homedoorの挑
戦から学ぶ～」
講師：川口　加奈　氏

http://www.with-settsu.jp/

【藤井寺市】
市広報紙「広報ふじいでら」

6月号 男女共同参画週間特集記事を掲載 https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/seisa
kukikaku/hishokoho/kohofujiidera/R4nen/in
dex.html

【藤井寺市】
男女共同参画推進講座

7月9日（土）10時～12時 「～きく　みる　ふれる～生理がラクになる？フェムテックとは？？」
講師：林　祐子（助産師・さずかりこうのとり倶楽部）
場所：第一生命藤井寺営業オフィス

https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/shimi
nseikatsu/kyoudoujinken/danjokyodosankak
u/13242.html

【藤井寺市】
男女共同参画フォーラム

7月13日（水）14時～15時30分 講演「なぜ『ベルばら』に魅了されるのか～オスカルが教えてくれたこと
～」
講師：池田　理代子（劇画家）

　

https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/shimi
nseikatsu/kyoudoujinken/danjokyodosankak
u/kouzar2022.html

【東大阪市】
令和4年度男女共同参画週間記念のつどい

6月18日（土）～7月 2日（土） ギャラリー展示
・「男女共同参画社会に向けて　ひとことメッセージ」入選作品
・啓発パネル「どれだけ増えてる？育(イク)メン、介護(ケア)メン」
東大阪市立男女共同参画センター・イコーラム

【東大阪市】
令和4年度男女共同参画週間記念のつどい

6月25日（土）～ 智内威雄さんによるトーク＆コンサート
東大阪市立男女共同参画センター・イコーラムホール

【東大阪市】
懸垂幕の掲揚

6月 1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間についての懸垂幕の掲揚
東大阪市役所本庁舎

【東大阪市】
市政だより6月1日号

6月 1日（水）～ 男女共同参画週間の啓発

大阪府



全国の行事一覧　

都道府県 行事、広報啓発活動 実施予定時期 内容 URL等

・報告があった自治体についてのみ掲載しています。
・市区町村名等の記載がないものは、都道府県が主催する行事です。

【四条畷市】
パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） （内容）
・デートDVについて
・イクメンコンテスト受賞作品発表
（場所）
四條畷市市民総合センター　ロビー

https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/1
2/20407.html
※6/10から掲載予定

【大阪狭山市】
広報おおさかさやま

6月 市が発行する広報誌に男女共同参画週間に関する記事を掲載
市内全戸配布、全公共施設へ配架

http://www.city.osakasayama.osaka.jp

【大阪狭山市】
市ホームページ

6月23日（木）～6月29日（水） 市ホームページに男女共同参画週間・キャッチフレーズに関する記事
を掲載

http://www.city.osakasayama.osaka.jp

【大阪狭山市】
パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間啓発用パネル展示
場所：大阪狭山市役所・１階ロビー

http://www.city.osakasayama.osaka.jp

【大阪狭山市】
女性弁護士による女性のための相談

6月22日（水） 女性弁護士による女性のための相談を実施
場所：大阪狭山市役所・２階応接室

http://www.city.osakasayama.osaka.jp

【阪南市】
「広報はんなん」6月号

6月 市広報誌に男女共同参画週間の特集記事を掲載 https//www.city.hannan.lg.jp

【阪南市】
女性のための特設法律相談

11月14日(月) 女性弁護士による女性のための法律相談(9：45～13：40　市役所裏側
東 人権相談室)

【阪南市】
女(ひと)と男(ひと)のハートフル講座

未定(昨年度は2月実施) 講演会の実施

【島本町】
町公式ホームページによる周知

6月1日（水）～ 町公式ＨＰの「男女共同参画」のページ内に、週間実施とキャッチフレー
ズについての記事を掲載

https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/2
/2288.html

【島本町】
男女共同参画に関するブックフェア

6月23日（木）～6月29日（水） 人権文化センター及び図書館館内で関連図書を集約展示

【島本町】
広報しまもとへの記事掲載

6月1日（水） 広報しまもと6月号に、キャッチフレーズ入りの啓発記事を掲載 https://www.town.shimamoto.lg.jp/site/kou
houshimamoto/

【島本町】
ポスター掲示による周知

6月1日（水）～ 人権文化センター館内にポスターを掲示

【島本町】
町公式LINEによる周知

6月23日（木） 町公式LINEに記事を投稿 https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/5
/1180.html

【島本町】
職員のレインボーリボン着用

6月23日（木）～6月29日（水） 職員がレインボーリボンを着用し、性の多様性への理解をアピール。

【島本町】
女性相談の夜間対応

6月28日（火） 男女共同参画週間に合わせ、定例の女性相談の時間を夜間に変更し
て実施。(通常13時～17時のところ、16時～20時へ変更。）

https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/2
/2276.html

【能勢町】
のぼり旗の設置
【能勢町】
町広報への掲載
【忠岡町】
男女共同参画週間啓発

日付未定 啓発物品を公共施設に配置予定

【忠岡町】
女性フォーラム実行員会の研修（総会含む）

日付未定 男女共同参画に関する研修を行う予定

【熊取町】
男女共同参画講座
「知ってトクする！50代までに知っておきたい老後のお金～
家計・貯金・保険～」
（講師：加藤 葉子氏）

6月26日（日） 場所：熊取町公民館2階大会議室

お金の基礎知識や賢い貯蓄方法はどうすれば学べるのかなど、「お金
の不安」を解消するための講座

https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/jink
en_joseikatsuyakusuishin/gyomu/jinken_heiw
a_danjo/danjokyodo/9159.html

【熊取町】
男女共同参画講演会
「 明るい家庭の家事リスト」
（講師：野々村 友紀子氏）

6月26日（日） 場所：熊取町町民会館ホール

明るい家庭を築くための家事リストをもとに、家族で協力しあいながら、
楽しく自分らしく生きるためのヒントについて講演

https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/jink
en_joseikatsuyakusuishin/gyomu/jinken_heiw
a_danjo/danjokyodo/9120.html

【熊取町】
町ホームページ

6月1日（水 ）～6月30日（木） 男女共同参画に関する記事を掲載 https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/jink
en_joseikatsuyakusuishin/gyomu/jinken_heiw
a danjo/danjokyodo/2655.html

【熊取町】
男女共同参画関係書籍コーナーの設置

6月1日（水 ）～6月30日（木） 図書コーナーに関連図書の特集展示を行う

【熊取町】
男女共同参画週間啓発ポスターの掲示

6月1日（水 ）～6月30日（木） 内閣府発行の男女共同参画週間のポスターを掲示

【田尻町】
「広報たじり」6月号への記事掲載

6月1日号 男女共同参画週間及びキャッチフレーズを紹介した記事を掲載し、全
戸配布（3300部）及び公共施設等に配架

【太子町】
防災無線放送

6月22日（水） 男女共同参画週間について、各戸設置の防災無線で周知

【太子町】
広報たいし６月号

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間について、各戸に周知

なら男女共同参画週間イベント2022 6月24日（金）～6月26日（日） 県内で活動する女性団体によるイベント（トークディスカッション、ワーク
ショップ、劇など）、パネル展示を実施
〈開催場所〉 奈良県女性センター

https://www.pref.nara.jp/59254.htm

なら男女共同参画週間イベント2022
男女共同参画週間にちなんだパネル展示

6月13日（月）～6月16日（木） 女性センター及び地域女性グループで作成したパネルを展示
〈開催場所〉奈良県庁屋上ギャラリー

なら男女共同参画週間イベント2022
男女共同参画週間にちなんだパネル展示

6月21日（火）～6月26日（日） 女性センター及び地域女性グループで作成したパネルを展示
〈開催場所〉奈良県図書情報館

ポスター掲示
6月1日（水）～6月29日（水） 「男女共同参画週間」ポスターの庁舎内への掲示

〈開催場所〉本庁舎
デジタルサイネージ 6 月１日（水）～6月30日（木） 県内4箇所で、デジタルサイネージによる「男女共同参画週間」のPRを

男女共同参画週間啓発パネル展
6月20日（月）～6月24日（金） 男女共同参画社会推進啓発パネル展示

（週間告知ポスター、啓発物、情報チラシ等）
〈開再場所〉奈良市役所1階連絡通路

図書展示 6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関する図書・資料の展示

広報活動 6月号 男女共同参画に関する記事を掲載

【大和高田市】
懸垂幕、デジタルサイネージ、ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 市庁舎正面に懸垂幕
市庁舎内にデジタルサイネージ、市内公共施設にポスター掲示

【大和高田市】
男女共同参画週間パネル展

6月20日（月）～6月30日（木） 市庁舎1階交流スペースにパネルを展示
チラシ、啓発物品の配置

【大和高田市】
広報活動

6月号 市広報誌に男女共同参画週間について掲載

【大和郡山市】
デジタルサイネージ掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 市庁舎正面玄関のデジタルサイネージに講座・週間について掲示

【大和郡山市】
広報活動

6月15日号 市の広報紙、市ホームページにおいて、男女共同参画週間の紹介

【大和郡山市】
男女共同参画社会の実現に向けた講座

１回目　6月17日(金)
２回目　6月24日(金)

週間中に、２回講座を開催
講師：福一　由紀さん
講演：「130万円、150万円の壁？教育費いくら？老後200万？アフター
コロナを見据えた我が家の家計を考える」
〈開催場所〉三の丸会館

【大和郡山市】
図書展示

6月23日（木）～6月29日（水） 展示コーナーを設け、男女共同参画に関する図書を展示
〈開催場所〉市立図書館

【天理市】
広報活動

6月1日（水）～6月30日（木） 市ホームページ（男女共同参画週間に係るパネル展示紹介）

【天理市】
ポスター等掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 市民総活躍推進課前にポスター等の掲示。

【天理市】
パネル展示・啓発のぼり等の掲示

6月16日（木）～6月22日（水） 天理駅南団体待合所で男女共同参画啓発のためのパネル展示。

【橿原市】
男女共同参画週間パネル展

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画啓発のためのパネル展示
〈開催場所〉分庁舎１階屋内交流スペース

【橿原市】
ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 「男女共同参画週間」ポスターの庁舎内への掲示
〈開催場所〉かしはらナビプラザ４階　男女共同参画広場

【橿原市】
男女共同参画図書コーナー

6月1日（水）～6月30日（木） 展示コーナーを設け、男女共同参画に関する図書を展示
〈開催場所〉橿原市立図書館1階
（新型コロナウイルス感染症の影響により、図書館が閉館になった場合
は中止）

【桜井市】
広報活動

随時 市ホームページにおいて、男女共同参画週間の紹介 https://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/shimins
eikatsu/jinkensesakuka/danjokyodosankaku
/index.html

【桜井市】
ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 「男女共同参画週間」のポスター掲示
〈開催場所〉市本庁舎・桜井市立図書館

【桜井市】
のぼりの設置

6月17日（金）～7月1日（金） 市本庁舎・桜井駅南北口にのぼり設置

【桜井市】
パネル展示
特設男女共同参画図書コーナー

6月20日（月）～6月30日（木） ・男女共同参画に関するパネル展示
・展示コーナーを設け、男女共同参画に関する図書を展示
〈開催場所〉桜井市立図書館

【桜井市】
街頭啓発

6月23日（木） 桜井駅利用者に男女共同参画週間を呼びかけるとともに啓発物品を
配布

【五條市】
ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） ポスター掲示
〈開催場所〉五條市人権総合センター

【五條市】
啓発物品の配置

6月20日（月）～6月30日（木） 市役所の主な窓口に啓発物品を配置

【五條市】
街頭啓発

6月22日（水） 市内スーパー前において、来店者等に男女共同参画週間を呼びかけ
るとともに啓発物品を配布

【五條市】
広報活動

6月1日号 市の広報紙において、男女共同参画週間を周知

【御所市】
ポスター掲示
啓発物品の配置

6月1日（水）～6月29日（水） 市内の公共施設にポスターを掲示
チラシと啓発物品を配布

【御所市】
広報活動

6月1日（水）～6月29日（水） 市ホームページにおいて、男女共同参画週間の周知

【生駒市】
広報活動

6月1日（水）～8月4日（木） 市のホームページ、広報紙、市内掲示板等において、男女共同参画週
間を周知する。

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000029602.ht
ml
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【生駒市】
男女共同参画に関する図書展示

6月4日（土）～8月4日（木） 「男女共同参画」をテーマに、人権に関する本を集めた図書コーナーを
設置。
〈開催場所〉生駒市図書館・図書館北分館
図書館南分館・生駒駅前図書室

【生駒市】
男女共同参画講座

6月28日（火） 講師を招き、子育て世代のためのマネー講座を実施。
〈開催場所〉生駒市コミュニティセンター

【香芝市】
ポスター掲示
啓発物品の配置

6月1日（水）～6月30日（木） 市内の公共施設にポスターを掲示
啓発物品を市役所窓口等で配布

【香芝市】
男女共同参画週間パネル展

6月15日（水）～6月30日（木） 男女共同参画に関するパネルなどの展示
〈開催場所〉香芝市ふたかみ文化センター

【香芝市】
広報活動

6月1日（水）～6月30日（木） 市のホームページに男女共同参画週間の紹介記事を掲載

【葛城市】
広報活動

6月1日号 市広報「かつらぎ」に、男女共同参画週間に関する記事を掲載。

【葛城市】
ポスター等掲示

6月1日（水）～6月29日（水） 市内公共施設に男女共同参画週間ポスターを掲示。

【葛城市】
のぼりの設置

6月20日（月）～6月30日（木） 市内公共施設前にのぼり設置

【葛城市】
図書展示

6月17日（金）～6月30日（木） 両図書館に特別コーナーを設け、男女共同参画に関する図書を展示。
（毎週火曜日、第２・４水曜日休館）
〈開催場所〉葛城市新庄図書館、葛城市當麻図書館

【宇陀市】
街頭啓発

6月23日（木） 啓発物品及び啓発ビラの配布
〈開催場所〉近鉄榛原駅・サンクシティ榛原

【宇陀市】
のぼりの設置

6月21日（火）～6月30日（木） 期間中、市役所庁舎前萩の原公園周辺にのぼりを設置

【宇陀市】
広報活動

6月1日（水）～6月30日（木） 啓発ビラを作成し公共施設に設置及びホームページに掲載
広報誌に掲載及び静止画を宇陀市の番組で放送

【山添村】
ポスター掲示

6月20日（月）～6月30日（木） 男女共同参画週間の周知ポスターを掲示
〈開催場所〉山添村役場

【平群町】
平群町第2次男女共同参画プラン
パネル展示

6月23日（木）～6月28日（火） パネル展示
　　「奈良県男女共同参画川柳コンテスト入賞作品」　　「男女共同参画
社会って？」
〈開催場所〉　総合文化センター

【平群町】
広報活動

6月号 広報紙面での、男女共同参画週間キャッチフレーズ記事の掲載

【平群町】
ポスターの掲示

6月6日（月）～6月30日（木） 男女共同参画週間の周知ポスターを掲示
〈開催場所〉役場庁舎内、文化センター、図書館、保健センター、総合
ポーツセンター、こども園、小・中学校、道の駅

【三郷町】
広報活動

6月号 町の広報誌面において、男女共同参画週間のお知らせを掲載する。

【三郷町】
男女共同参画週間ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間ポスターの掲示を行う。
〈開催場所〉役場庁舎内、文化センター、保健センター、図書館、ふれ
あい交流センター

【斑鳩町】
男女共同参画に関する図書展示

6月1日（水）～6月30日（木） 図書展示スペースに男女共同参画に関する展示・貸出を行う。
〈開催場所〉斑鳩町立図書館

【斑鳩町】
男女共同参画に関するパネル展示

6月15日（水）～6月30日（木） 男女共同参画に関するパネル展示を行う。
〈開催場所〉斑鳩町総合保健福祉会館

【安堵町】
ポスターの掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画啓発ポスターの掲示
〈開催場所〉トーク安堵カルチャーセンター

【川西町】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 庁舎等にポスターを掲示

【三宅町】
ポスター掲示

6月1日（水）～6月29日（水） 来庁者向けに、男女共同参画週間の周知ポスター掲示

【田原本町】
ポスター掲示

6月22日（水）～7月2日（土） 「令和4年度　男女共同参画週間」ポスターを青垣生涯学習センター内
に掲示

【曽爾村】
ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 来庁者向けに、男女共同参画週間の周知ポスター掲示

【御杖村】
ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 来庁者向けに「男女共同参画週間」ポスターの庁舎内での掲示

【高取町】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間の周知ポスターを掲示
〈開催場所〉高取町役場

【明日香村】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 利用者等向けに、男女共同参画週間の周知ポスターを掲示
〈開催場所〉村内公民館等

【上牧町】
特設男女共同参画図書コーナー

6月23日（木）～6月29日（水） 図書館の一角に特設展示コーナーを設け、男女共同参画に関する図
書、ポスター、パンフレット、冊子の展示
〈開催場所〉上牧町立図書館
（新型コロナウイルス感染症の影響により、図書館が閉館になった場合
は中止）

【上牧町】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 庁舎内等にポスターを掲示

【王寺町】
男女共同参画週間啓発パネル展

①6月23日（木）～6月30日（木）　
②7月12日（火）～7月27日（水）

国立女性教育会館アーカイブセンター所蔵パネルの展示
〈開催場所〉
①王寺町地域交流センター
②いずみスクエア

【王寺町】
図書貸出

6月1日（水）～6月30日（木） 図書コーナーでの関連書籍貸出
〈開催場所〉王寺町地域交流センター
王寺町立図書館

【王寺町】
男女共同参画意識啓発のための職員人事研修

6月23日（木） 女性の働きがいのある職場について、東横イン支配人を講師に研修会
〈開催場所〉王寺町やわらぎ会館

【王寺町】
人権集会記念講演（男女共同参画テーマ）

7月6日（水） 「佰食屋」の働き方革命　中村朱美氏を講師に講演会開催
〈開催場所〉王寺町やわらぎ会館

【広陵町】
男女共同参画図書コーナー特設

6月21日（火）～6月30日（木） 特別展示コーナーを設け、男女共同参画に関する図書の展示
〈開催場所〉広陵町立図書館
（※新型コロナウイルスによる図書館の開館制限が無い場合に限る）

【河合町】
ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 「男女共同参画週間」ポスターの庁舎内への掲示

【吉野町】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 庁舎等に男女共同参画週間のポスターを掲示

【大淀町】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 庁舎等にポスターを掲示

【下市町】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 期間中、担当課にてポスターを掲示
〈開催場所〉大淀町役場

【黒滝村】
男女共同参画週間中にポスター展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間ポスターの展示等を行う
〈開催場所〉村役場等村内公共施設

【天川村】
ポスター掲示

6月6日（月）～6月30日（水） 男女共同参画週間のポスターを庁舎ロビーにて掲示

【野迫川村】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間にポスター掲示を行います。
〈開催場所〉野迫川村役場

【十津川村】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間にポスター掲示を行います。
〈開催場所〉住民課窓口

【下北山村】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 庁舎等にポスターを掲示

【上北山村】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 庁舎等にポスターを掲示

【川上村】
ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 庁舎内に啓発ポスターの掲示を行う。

【東吉野村】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 庁舎等にポスターを掲示

街頭啓発 6月23日（木） 啓発物品の配布
場所:JR和歌山駅前

街頭啓発 6月26日（日） 啓発物品の配布
場所:株式会社オークワパームシティ和歌山店

特設コーナー設置 5月10日（火）～6月30日（木） 関連図書等の展示
場所：和歌山県男女共同参画センター

広報啓発 6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画への理解を深めるためのクイズの実施　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　場所：和歌山県男女共同参画センター

啓発ポスターの展示 6月18日（土）～6月29日（水） 「男女でつくる元気な和歌山」ポスターコンクール（令和3年度）入賞作
品の展示
場所：株式会社オークワ　パームシティ和歌山店

男女共同参画週間特別公開セミナー 6月1日（水） 講演会（講師：渥美由喜）
場所：和歌山ビッグ愛1階大ホール

よりん彩記念日フォーラム2022
よりん彩NEXT２０～さあ進もう！次の２０年へ～

6月25日（土）
10:00～16:00

よりん彩開設を記念して、県民で組織する実行委員会とよりん彩が共
催でフォーラムを開催して、男女共同参画推進に関する機運を高め、
併せて活動拠点としての「よりん彩」を広く県民に周知する。
場所：倉吉未来中心アトリウム他

https://www.pref.tottori.lg.jp/yorinsai/

【米子市】
男女共同参画週間の周知の為　懸垂幕展示

6月1日（水）～6月30日（木） 米子市役所にて展示

【米子市】
男女共同参画パネル展

6月15日（水）～6月29日（水） パネル展示(主催事業の紹介及び募集した絵てがみ・標語の掲示）
開催場所：米子市立図書館２階ギャラリー

【境港市】
男女共同参画週間啓発

6月1日（水）～6月30日（木） 市報6月号で参画週間・キャッチフレーズを紹介

【境港市】
女性団体連絡協議会講演会
【主催：女性団体連絡協議会】

6月中 健康について学習し、病気予防から男女共同参画について考える。
会場：なぎさ会館

【岩美町】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 庁舎内等に「男女共同参画週間」ポスターを掲示

和歌山県

奈良県
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【岩美町】
広報活動

6月号 広報誌に男女共同参画週間に関する記事を掲載

【岩美町】
男女共同参画に関する図書展示

6月23日（木）～7月24日（日） 男女共同参画に関する図書コーナーを町立図書館に設置

【八頭町】
男女共同参画週間啓発事業

6月15日（水）～6月29日（水） 町広報誌6月号に啓発4コマ漫画の掲載、男女共同参画センターロビー
に男女共同参画に関する啓発物の掲示、関連図書の展示・貸出し

【八頭町】
男女共同参画週間啓発事業

6月24日（金） 男女共同参画をテーマとした上映会を実施

【三朝町】
パネル展示及び専用コーナー設置

6月23日（木）～6月29日（水） 町立図書館にパネル展示及び
「男女共同参画コーナー」の設置

【三朝町】
広報啓発活動

6月号 町報への掲載及び期間中に防災無線にて啓発活動を実施

【琴浦町】
広報誌（6月号）に特集記事を掲載

6月号 広報誌の特集記事（4P）に男女共同参画週間に合わせて、町の取り組
みや町内企業の取り組みなどについて紹介

【北栄町】
男女共同参画週間の啓発

5月26日（木）～6月30日（木） 町広報紙、ホームページ、行政放送等で男女共同参画週間について広
報

http://www.e-hokuei.net/

【大山町】
大山町男女共同参画講座
兼　第1回みんなの人権セミナー

6月30日（木）
19：00～20：30

講演
演題：『男女共同参画って？』
講師：大田雅子 氏（鳥取県男女共同参画推進コーディネーター）　
場所：大山町人権交流センター

【大山町】
男女共同参画関連書籍の展示

6月23日（木）～6月29日（水） 関連書籍等の展示
場所：大山町立図書館

「島根県が目指す男女共同参画社会」をテーマとした展示
の開催

6月3日（金）～7月6日（水） 【場所】
島根県立図書館
【内容】
･第４次島根県男女共同参画計画の内容
・イクメン応援のポスター掲示、
　チラシの設置

島根県男女共同参画月間啓発展示
「発見！ジェンダー」

6月1日（水）～6月14日（火） 【場所】
島根県民会館プロムナードギャラリー
【内容】
･パネル「発見！ジェンダー」の展示
･カテ男チラシ、家事手帳、育児手帳の設置

あすてらすフェスティバル2022 6月11日（土） 【場所】
島根県立男女共同参画センターあすてらす
【内容】
・講演会の開催（講師：白河桃子）
・関係団体展示
・出展販売
・映画上映会

http://www.asuterasu-
shimane.or.jp/swc/index.html

【松江市】
松江市男女共同参画週間パネル展示

6月17日（金）～6月30日（木） パネル展示
場所：イオン松江

【松江市】
松江市推薦男女共同参画サポーター研修

6月28日（火） 男女共同参画サポーター研修
場所：市民活動センター

【松江市】
デートDV出前講座

6月21日（火） 「デートDV」
場所：島根県立松江工業高等学校

【松江市】
出前講座

6月24日（金） 「男女共同参画の視点によるHUG」
場所：忌部公民館

【松江市】
ポスター設置

未定 週間ポスター作成・掲示
場所：市営バス車内、主な公共施設等

【松江市】
ローカルテレビ局　告知放送

未定 テロップ、音声放送
※市内ケーブルテレビ告知端末にて

【松江市】
市役所市民課電光掲示板

6月１日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間告知

【浜田市】
パネル展示（男女共同参画基本法、ジェンダー関連、防災
関連）

6月23日（木）～6月29日（水） 【場所】
市役所本庁1階ロビー
【内容】
・「発見！ジェンダー」、「イラストで学ぼう男女共同参画基本法」他のパ
ネル展示

【浜田市】
浜田市男女共同参画推進計画＆内閣府　無意識の思い込
みに関するチェックシートのロビー設置＆配布

6月23日（木）～6月29日（水） 【場所】
市役所本庁1階ロビー
【内容】
・「浜田市男女共同参画推進計画（第4次）」＆「内閣府　無意識の思い
込みに関するチェックシート」のロビー設置

【浜田市】
各種パンフレット設置＆配布

6月23日（木）～6月29日（水） 【場所】
市役所本庁1階ロビー
【内容】
・「ｶﾃ男」「しまねイクボス」「家事の舵とりまるかじりギドブック」「パパ日
和」等のパンフレット、チラシの設置

【出雲市】
パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 場所：出雲市役所一階ロビー
内容：男女共同参画に係る展示

【出雲市】
あすてらすフェスティバル
パネル展示

6月11日（土） 場所：あすてらす
内容：男女共同参画に係る展示

【益田市】
・パネル展示
・配布用啓発チラシ及び啓発グッズの設置

6月23日（木）～6月29日（水）
※展示日程については調整中

テーマ「暴力を許さない・生み出さないために　〜DV・デートDVについ
て〜」
・パネル展示、・配布用啓発チラシ及び啓発グッズの設置、公式ウェブ
サイト、お知らせ放送での周知　
※益 児童相談所と連携し実施【太田市】

大田市ホームページで周知
5月30日（月）～6月30日（木） ・国の男女共同参画週間の期間とキャッチフレーズ紹介

・県の男女共同参画月間における取組紹介
https://www.city.ohda.lg.jp/ohda_city/city_o
rganization/25/26/325

【太田市】
地元ケーブルテレビで告知放送

5月26日（木）～5月29日（日） ５分間の啓発番組
・国の男女共同参画週間の期間とキャッチフレーズ紹介
・県の男女共同参画月間における取組として、大田市が共催する「あす
てらすフェスティバル」の内容について紹介

【安来市】
男女共同参画週間啓発の旗設置

6月22日（水）～6月30日（木） 安来市役所安来庁舎
安来市役所広瀬庁舎
安来市役所伯太庁舎

【安来市】
ポスター掲示・関連図書設置

6月22日（水）～6月30日（木） 啓発ポスターを作成し掲示・関連図書設置
安来市役所安来庁舎

【江津市】
LED掲示板による啓発

6月23日（木）～6月29日（水） 市役所の電光掲示板で、男女共同参画週間の周知をする

【江津市】
パネル展

6月7日(月）～6月30日（水） 男女共同参画に関する啓発パネルを展示
会場：市役所市民スペース

【江津市】
市ホームページで告知

期間とキャッチフレーズを紹介

【雲南市】
男女共同参画に関する図書展示

6月1日（水）～6月30日（木） 市内3図書館において、オリジナル絵本及び関連図書の展示

【雲南市】
パネル展示

6月1日（水）～6月30日（木） 場所：雲南市役所1階ロビー
内容：男女共同参画に関する啓発パネルを展示

【奥出雲町】
パネル展示

6月23日（木）～6月29日（木） 内容：パネル展示
場所：横田ショッピングセンター横田蔵市、仁多ショッピングセンターサ

【美郷町】
町内放送による周知

6月1日（水）～ 男女共同参画週間についての趣旨を放送する。

【邑南町】
広報誌掲載

6月17日（金）～ 町広報６月号に男女共同参画週間について掲載

【津和野町】
男女共同参画啓発

6月23日（木）～6月29日（水） ケーブルテレビのテロップ放送でのメッセージ発信

【津和野町】
男女共同参画啓発

6月23日（木）～6月29日（水） ケーブルテレビでの男女共同参画の動画放映

【吉賀町】
男女共同参画講演会

6月15日（水） 豊岡市元市長中貝宗治氏を招き昼の部は高校生と役場職員向け、夜
の部は一般住民と役場職員向けに参加型講演会を実施する。
会場：島根県立芳賀高等学校（昼の部）、吉賀町六日市基幹集落セン
ター（夜の部）

【隠岐の島町】
ポスター掲示

6月16日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間啓発のポスターを庁内掲示スペースへ展示する。

【隠岐の島町】
広報紙掲載

6月9日（木）～ 男女共同参画週間について広報紙に掲載する。

【倉敷市】
懸垂幕掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 玉島、水島、児島の3支所に男女共同参画週間の懸垂幕を掲げる。

【倉敷市】
懸垂幕掲示

6月16日（木）～6月29日（水） 本庁舎に男女共同参画週間の懸垂幕を掲げる。

【倉敷市】
男女共同参画パネル展

6月22日（水）～6月29日（水） 本庁舎厚生棟にて男女共同参画に関するパネルを展示する。

【津山市】
「男女共同参画週間」パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） 場所：津山市立図書館前ホール
（津山市新魚街１７番地　アルネ・津山4階）

http://www.city.tsuyama.lg.jp/index2.php?id
=1551

【玉野市】
男女共同参画展示

６月２８日（火）１２：００～７月３日（日）２１：
００

場所：玉野市中央公民館ギャラリー
各女性団体の活動展示

【玉野市】
男女共同参画講演会

７月２日（土）10:30～12:00 場所：玉野市中央公民館多目的室
講師：石井クンツ昌子氏
テーマ：コロナ禍から家庭内の男女平等を考える

【笠岡市】
すてき・さんかく塾
（男女共同参画啓発講座）

第1回5月22日（日）
14:00～16:00

「人をひとりぼっちにしない町～笠岡」
講師：倉敷芸術科学大学客員教授
　　　 濱家　輝雄さん
場所：笠岡市中央公民館４階集会室

【笠岡市】
すてき・さんかく塾
（男女共同参画啓発講座）

第2回6月12日（日）
13:30～15:30

「捨てない整理整活～あなたは「捨てる」と「収納」で失敗している！」
講師：ＯＦＦＩＣＥ　ロハスカタス代表
　　　 佐藤　亮介さん
場所：笠岡市中央公民館４階集会室

鳥取県

島根県
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【笠岡市】
すてき・さんかく塾
（男女共同参画啓発講座）

第3回6月26日（日）
13:30～15:00

「人生かしこく豊かに暮らしていくための３つの資産」
講師：ファイナンシャルプランナー
　　　 佐藤　香名　さん
場所：笠岡市中央公民館４階集会室

【笠岡市】
男女共同参画週間パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関するパネル展示
場所：笠岡市役所本庁1階　市民課横

【総社市】
「男女共同参画週間」懸垂幕の掲出

６月２３日（木）～６月２９日（水） 総社市本庁舎正面玄関の横に掲出

【新見市】
ホームページでの啓発

6月23日（木）～6月29日（水） 新見市ホームページで男女共同参画週間について広報・啓発

【新見市】
市報での啓発

6月1日（水） 新見市市報で男女共同参画週間及び本市の男女共同参画プラザにつ
いて広報・啓発

【新見市】
男女共同参画出前講座

6月9日（木） 演題：「～あさって笑顔にな～れ！～」
講師：櫻井　耀(さくらい　よう)氏
　　　　（新見市地域おこし協力隊）
場所：市役所南庁舎３階大会議室

【備前市】
パネル展の開催等

6月23日（水）～6月29日（火） パネル展の開催、広報誌での啓発、啓発物の配布

【瀬戸内市】
男女共同参画週間パネル展の開催

6月23日（木）～6月28日（火） 図書館での男女共同参画に関するパネル展示

【浅口市】
啓発パネル展（男女共同参画・DV防止）

6月23日（木）～6月29日（水） 市内３公民館にて、岡山県からお借りした啓発パネルの展示予定
※実施時期は延長（前倒し）の可能性あり

【里庄町】
男女共同参画週間パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 里庄町役場・里庄町町立図書館

【鏡野町】
チラシ配布等による啓発活動

チラシ配布等による啓発活動

【美咲町】
啓発活動

6月23日（木）～6月29日（水） ポスター・チラシなどで啓発活動

ホームページへの掲載 6月～ 県、市町における男女共同参画週間の関連情報の周知 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/42/
danjo-week-r4.html

【呉市】
呉市男女共同参画週間事業　映画上映会

6月18日（土）
13:00～15:45

テーマ：だれもが生きがいを～生き方から考える男女共同参画～
映　画：「湯を沸かすほどの熱い愛」
場所：呉信用金庫ホール

【呉市】
呉市男女共同参画週間事業　男女共同参画パネル展

7月14日（木）～7月28日（木） 地域団体等の活動状況紹介や男女共同参画についてのパネル展
場所：広市民センター、呉市役所

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki9/syouuk
an.html

【竹原市】
図書館特設展示

6月16日（木）～6月30日（水） 男女共同参画関連の書籍を展示
場所：市立竹原書院図書館

【竹原市】
ケーブルテレビ（タネットニュースLIVE）放映

6月20日（月）
※同週に再放送あり

ケーブルテレビで男女共同参画週間（６月２３日～２９日）のPR

【竹原市】
デートDV予防啓発冊子の配布

6月中 学校を通じて市内中学２年生を対象にデートＤＶ予防啓発冊子を配布。

【三原市】
みはらウィメンズネットワーク映画上映会「ママをやめてもい
いですか！？」

6月26日（日）
13:00～14:40

映画「ママをやめてもいいですか！？」上映会
場所：三原リージョンプラザ　文化ホール

https://www.city.mihara.hiroshima.jp//soshi
ki/22/141697.html

【尾道市】
「みんなで目指す！SDGs×ジェンダー平等」パネル展

6月16日（木）～7月26日（火）
8：30～17：15（日曜・祝日休所）

持続可能な社会を目指す上で、ジェンダー平等の大切さについて考え
る。
（展示資料出典：内閣府男女共同参画局）

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/sosh
iki/13/

【尾道市】
男女共同参画まちづくり講座・おのみち公民館いきいき講
座

7月1日（金）
14:30～16:00

講師：勝丸　恭子さん
演題：いのちを守る気象情報にするために
対象者：どなたでも
場所：しまなみ交流館ホール

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/sosh
iki/13/

【福山市】
2022年度福山市男女共同参画週間記念講演会

6月25日（土）
14:30～16:00

落語家・僧侶である露の団姫さんを講師としてお招きし，「一隅を照らす
～自分の持ち場で一生懸命～」をテーマとし，あらゆる世代の方，性別
を問わず参加できる講演会を実施する。
※コロナ感染の拡大状況により，講演会形式を変更する。
場所：福山市役所　３階大会議室

【府中市】
令和４年度「男女共同参画フォーラム（ｅ(いい)．街いきいき
フォーラム）」

6月26日（日） 講  師：（社）日本コミュニティ協会ＪＣＡ代表理事　岡本 真（おかっち）
演　題：親子でボール遊び
対象者：就学前の子どもとその保護者
構　成：子育て講演会、ボールコミュニケーション実践
場所：府中市生涯学習センター

https://www.city.fuchu.hiroshima.jp/topix/3
254.html

【三次市】
令和4年度三次市男女共同参画推進事業

6月19日（日） 講演会
・講師：大滝さやか　大滝直司
・演題：「心豊かに生い繁る夫婦の法則」
・対象者：子育て世代を中心とした一般の方
パネル展示
・男女共同参画啓発パネル展示
場所：みよしまちづくりセンター　ペペらホール

※作成中

【庄原市】
男女共同参画パネル展

6月21日（火）～8月17日（水） ・「アンコンシャス・バイアス」に関するパネル展示
・第２次庄原市男女共同参加プラン（後期計画）概要版のパネル展示と
配架
・国・県の啓発資料の展示・配布

https://www.city.shobara.hiroshima.jp/

【大竹市】
市広報掲載

6月号 6月23日～29日は男女共同参画週間

【大竹市】
ホームページ掲載

5月10日（火）～6月29日（水） 男女共同参画週間 www.city.otake.hiroshima.jp/soshiki/shimins
eikatsu/jichishinko/gyomu/3/osirase/16520
90060470.html

【東広島市】
男女共同参画の図書コーナー設置

6月23日（木）～6月29日（水）
※実施期間は前後する場合があります。

図書館（市内４館）に、男女共同参画の図書コーナーを設置する。
コーナーに、男女共同参画に関する図書を配架し、東広島市男女共同
参画推進計画冊子や啓発のチラシ等を置く。

【東広島市】
イラストで伝える男女共同参画「パネル　なるほどジェン
ダー」展示

6月23日（木）～6月29日（水）
※実施期間は前後する場合があります。

男女共同参画にまつわるさまざまな問題を、イラストを通してパネルで
展示するとともに、東広島市男女共同参画推進計画冊子や啓発のチラ
シ等を置く。

【廿日市市】
パネル展及び図書館での企画展

6月17日（金）～6月30日（木） 「アンコンシャス・バイアス（固定的な役割分担意識）」をテーマに、市民
ロビーでのパネル展及び図書館内での企画展示を行う。
場所：廿日市市役所１階市民ロビー及びはつかいち市民図書館

【江田島市】
啓発活動

6月頃 男女共同参画について広報で啓発。啓発チラシ入りティッシュ等を配
布。

【海田町】
広報紙への掲載

6月号 広報かいた６月号への掲載

【北広島町】
ケーブルテレビでの文字放送、告知放送

6月中 男女共同参画週間の告知

男女共同参画週間の周知 6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画課ホームページへの掲載による周知 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/37
【下関市】
男女共同参画パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画の推進に関するパネルを展示
場所：下関市役所エントランス

【下関市】
男女共同参画講座

6月25日（土）
13：30～15：30

「女性の声をもっと防災に～大切な人　大切なまちを守るために～」と
題して講座を開催
場所：勝山公民館

【萩市】
市内の4図書館に「男女共同参画図書コーナー」設置

6月1日（水）～6月30日（木） 萩市内4図書館で、図書館司書等が作成した図書リスト及び萩市男女
共同参画推進室が作成した情報ファイル等を備える

【萩市】
男女共同参画週間関連イベント「おとうさんとおじいちゃん
の読み聞かせ」

6月8日（水）、6月17日（金）、6月25日
（土）、6月30日（木）

萩市内の図書館や小学校などで、男女共同参画図書を、おとうさん・お
じいちゃん世代の男性等が子どもたちに読み聞かせる

【萩市】
男女共同参画週間パネル展

6月20日（月）～6月30日（木） 萩市役所本庁ロビーで、男女共同参画の啓発のためのパネル等を掲
示する

【下松市】
男女共同参画週間パネル展示

6月13日（月）～6月30日（木） 庁舎ロビーに男女共同参画に関する資料等のパネル展示を実施

【岩国市】
男女共同参画週間パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画啓発のための資料の展示やリーフレット、カードの配布
場所：岩国市役所1F展示コーナー

https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/5/468
02.html

男女共同参画・議会活動パネル展 6月13日（月）～7月4日（月） ときわプラザ（男女共同参画総合支援センター）で，男女共同参画社会
の普及啓発を図るための掲示物設置を、議会活動の紹介と合わせて

人ごとではないデジタル性暴力！ 6月26日（日） デジタル性暴力被害の防止方法や対処方法等を学ぶ講座。 https://www.pref.tokushima.lg.jp/flair/event
/campus/7204211/

【鳴門市】
男女共同参画に関する図書の展示

6月23日（木）～7月21日（木） ジェンダーやワーク・ライフ・バランス、性の多様性などの男女共同参画
に関する図書の展示

https://www.city.naruto.tokushima.jp/kuras
hi/jinken/danjo/shukan.html

【阿南市】
男女共同参画に関するパネル展示

6月2日（木）～6月29日（水） 市役所２階市民交流ロビーにて男女共同参画に関するパネル展示を
行う。

【美馬市】
「男女共同参画週間」人権パネル展示

６月２３日（木）～６月２９日（木） 場所：美馬市役所　内容：人権パネル展示（人権啓発資料・啓発物品配
布）

【藍住町】
町広報紙掲載

6月15日（水） 男女共同参画週間に関する啓発記事を掲載

【つるぎ町】
町広報誌に関係記事の掲載

6月24日（金） 男女共同参画週間についての周知

男女共同参画パネル展 6月23日（木）～
6月29日（水）

男女共同参画の推進に関するパネルを展示。
場所：県庁ギャラリー

ホームページ広報 6月中旬 週間中の市町の行事掲載のほか、県・市町の昨年度の取組みに関す
る情報を掲載する。

【高松市】
女性弁護士による法律講座・相談

6月29日（水） 【内　容】
令和4年度は、子育て世代の離婚をテーマとした講座を行う。講座の後
には、女性弁護士との個別相談を行う。
【会　場】
高松市男女共同参画センター
（たかまつミライエ6階）
【費　用】
無料
【問合せ先】
高松市男女共同参画・協働推進課
（TEL:087-839-2275）

岡山県

広島県

山口県

徳島県
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【高松市】
パネル展

(1) 6月28日（火）～7月4日（月）

(2) 6月23日（木）～6月29日（水）

【内　容】
高松法務局人権擁護部と連携し、男女共同参画に関するパネル展を
開催する。併せて、啓発グッズの配布を行う。
【会　場】
(1) IKODE瓦町イベント展示コーナー
  （瓦町フラッグ8階）
(2) 高松市男女共同参画センター交流サロン
  （たかまつミライエ6階）
【費　用】
無料
【問合せ先】
高松市男女共同参画・協働推進課
（TEL:087-839-2275）

【坂出市】
坂出市男女共同参画街頭キャンペーン

6月24日（金） 街行くかたがたへ啓発チラシ及びグッズを配布
場所：JR坂出駅周辺

【さぬき市】
男女共同参画週間セミナー
パネル展（同時開催）

6月25日（土） 講演の他、「男女共同参画につながる市民企画事業」実施報告や『男
女共同参画社会』作品コンテスト優秀作品表彰式を実施。
場所：さぬき市役所

【東かがわ市】
東かがわ市男女共同参画パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） 東かがわ市交流プラザ

【三豊市】
男女共同参画inみとよ未来図書館

6月1日（水）～6月12日（日）
午前9時30 分〜午後6 時

場所：みとよ未来図書館
内容：男女共同参画に関するパネルや図書の展示、グッズの配布など
問い合わせ先：みとよ未来図書館　TEL：0875-72-5631

【三木町】
男女共同参画関係図書紹介・ポスター展示

6月18日（土）～7月3日（日） 三木町文化交流プラザメタライブラリーで、男女共同参画関係図書の
紹介や男女共同参画週間ポスターや川柳・標語の展示

【宇多津町】
男女共同参画啓発パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画社会を推進するため、学習の機会を提供・啓発活動の一
環として、ユープラザうたづ内エントランスホールにて、パネル展を開催
する。
【問合せ先】
宇多津町教育委員会事務局生涯学習課

【綾川町】
パネル展

6月17日（金）～6月29日（水） LGBTについて

【多度津町】
町ホームページにて周知

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間の啓発を町ホームページ等で周知する予定。

【まんのう町】
2022まんのう町男女共同参画推進研修会

6月25日（土）午前中
感染状況によって中止の場合あり

講師を招いての講演会50名(町民)演題未定、勤労青少年ホーム

【まんのう町】
町ホームページ、町広報誌による啓発活動

6月23日（木）～6月29日（水） キャッチフレーズ及び町男女共同参画推進員の紹介

令和４年度男女共同参画推進週間『パートナー・ウィークえ
ひめ』

6月17日（金）～6月23日（木） 男女共同参画の推進について、県民等の関心と理解を深めるととも
に、男女共同参画の推進に関する活動が積極的に行われるようにす
る

第27回男女共同参画社会づくり推進県民大会／ＳＤＧｓ
ゴール５「ジェンダー平等」啓発フォーラム2022

6月29日（水） 男女共同参画社会やＳＤＧｓゴール５「ジェンダー平等」の実現に向けた
県民総ぐるみ運動を推進するため、広く県民に参加を呼びかけ、県民
の一層の意識啓発と実践活動の促進を図ることを目的として、基調講
演、パネルトークを実施する。

https://www.pref.ehime.jp/h15200/taikai/r4
_taikai.html

【八幡浜市】
「パートナー・ウイークえひめ」及び「男女共同参画週間」広
報啓発活動

6月2日（木）～7月3日（日） 市民図書館における男女共同参画週間ポスター及び関連図書の展示

【新居浜市】
ロビー展

8月1日（月）～8月5日（金） 新居浜市男女共同参画推進週間（８月１日～７日）中に市役所やウイメ
ンズプラザにてロビー展を開催

【新居浜市】
のぼり旗・啓発チラシの設置

8月1日（月）～8月5日（金） 新居浜市男女共同参画推進週間（８月１日～７日）中に各公民館での
ぼり旗および啓発チラシの設置を依頼

【新居浜市】
市政だよりへの掲載

8月1日（月）～8月5日（金） 市政だよりで新居浜市男女共同参画推進週間の周知を行うとともに、
男女共同参画関係の記事を掲載

【四国中央市】
男女共同参画週間啓発用懸垂幕の設置

6月23日（木）～6月29日（水） 市民交流棟へ男女共同参画週間啓発用懸垂幕を設置

男女共同参画推進月間講演会 6月18日（土） 演題：ポストコロナ・サバイバル
あなたはどう生き、どう働く？
講師：大沢　真知子氏
場所：こうち男女共同参画センター「ソーレ」

https://www.sole-
kochi.or.jp/info/dtl.php?ID=1784&routekbn=
S

男女共同参画パネル展示 6月20日（月）～6月24日（金） 高知県庁1階ロビーに男女共同参画に関する啓発パネルを掲示

【大月町】
町広報誌掲載

6月発行分 男女共同参画推進月間の周知

【大牟田市】
広報おおむた6月15日号

6月1日（水）～ 啓発記事掲載

【大牟田市】
大牟田市ホームページ

6月1日（水）～6月29日(水) 啓発記事掲載 https://www.city.omuta.lg.jp/hpkiji/pub/List
.aspx?c id=5&class set id=1&class id=256

【久留米市】
男女共同参画週間懸垂幕及びパネルの展示

6月22日（水）～6月29日（水） 本庁舎及び総合支所（計4箇所）にて、懸垂幕掲出、啓発ポスター・パネ
ル.掲示、公用車ボディパネル掲示を実施。

【久留米市】
男女共同参画週間記念講演会

6月19日（日）14:00～16:00 演題：男性の育休参加が社会を変える
講師：田中　俊之氏　（大妻女子大学人間関係学部　准教授）
場所：男女平等推進センター　210・211研修室及びオンライン

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100kei
kaku/2100jinken/3025danjoevent/2022-
0423-1408-254.html

【直方市】
女性の権利110番
(弁護士による無料電話相談)

6月27日（月） 福岡県弁護士会との共催事業。弁護士と女性相談員による電話による
無料法律相談。女性に対する暴力を中心とする家庭・職場・社会での
女性差別などの問題や、女性の権利一般に関する相談。

https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/
_danjo/_1410/_10253.html

【飯塚市】
男女共同参画週間　パネル掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 市庁舎、市の男女共同参画センターにパネルを掲示して啓発

【田川市】
市広報に啓発記事を掲載

６月１日（水）～ 男女共同参画週間キャッチフレーズの掲載と男女共同参画に関する啓
発記事

【田川市】
第２９回 ゆめっせフェスタ２０２２

６月１８日（土） 本市における男女共同参画社会の実現を目指すための啓発活動の一
環として開催

https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0037
661/index.html

【八女市】
男女共同参画に関する川柳募集

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画に関する川柳を募集し、優秀作品を表彰。情報紙で紹介
する。

【筑後市】
市広報紙への掲載

6月 「広報ちくご」6月号に男女共同参画週間キャッチコピーについての記事
を掲載

【筑後市】
図書コーナーの設置

6月23日（水）～6月29日（水） 筑後市図書館に男女共同参画関連の図書コーナーを設置

【行橋市】
第17回る～ぷるフェスタ

6月11日（土）
10:00～15:00

場所：ウィズゆくはし（行橋市）
テーマ：Have a happy life ～今、私にできること～
内容：【基調講演】(演題)「自分らしく生きるために」（福岡県男女共同参
画センターあすばる　センター長　神﨑智子）　ほか

http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2
022042500025/

【行橋市】
市報及びホームページ掲載

6月1日（水）～ 市報の6月1日号に「男女共同参画週間」の啓発記事を掲載する。
（ホームページは掲載中）

http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2
013110800185/

【行橋市】
スターコーンＦＭ（地域密着コミュニティFM）の放送

6月7日（火）、6月21日（火） 毎年6月の第3土曜日が本市の「男女共同参画の日」であることを放送
する。

【行橋市】
懸垂幕・啓発のぼり旗設置

6月1日（水）～6月30日（木） 行橋市役所及び行橋市関連施設（各校区公民館等）にて、啓発用懸垂
幕・のぼり旗を設置し、推進月間であることの周知する。

【豊前市】
男女共同参画企画展

6月1日（水）～8月10日（水） 豊前市立図書館にて『男女共同参画の窓』と題して、関連の本を、子ど
も向けから一般書まで幅広く集めて企画コーナーを設ける。

【豊前市】
市報6月号掲載

市報6月号にて男女共同参画の特集。図書館の企画展や相談窓口、
SDGs等について掲載。

【豊前市】
弁護士による無料電話相談

6月24日（金） 福岡県弁護士会主催で「女性の権利ホットライン」と題し、女性に対す
る諸問題に関する相談事業を実施。

【小郡市】
広報「おごおり　6月号」への啓発記事掲載

6月1日（水）～ 男女共同参画週間の周知（キャッチフレーズ等の掲載）を行った

【筑紫野市】
男女共同参画ぷちフェスタ

6月16日（木）～6月30日（木） ・講演会「おとぎ話と絵本で学ぶジェンダー」
講師：谷口　秀子（九州大学名誉教授）
場所：筑紫野市生涯学習センター

・パネル展示「くらしのなかのジェンダー」
内容：いろいろな角度から身の回りのジェンダーを見つめる内容や団体
紹介等。
場所：筑紫野市生涯学習センター

・男女共同参画関係団体による自主企画
内容：学習会、体験学習等
場所：筑紫野市生涯学習センター

【春日市】
令和４年春日市男女共同参画週間啓発講座
ライフデザイン講座『親だから知っておきたい、子どもへ伝
える「性」のおはなし』

６月１１日（土）10:00～12:00 内容：未就学児を育てる保護者向けの性教育講座
開催方法：オンライン開催
定員：40名

https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/
danjo/danjo/1005405/1009130/1008464.ht
ml

【大野城市】
男女共同参画週間パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） 展示物：
・「大野城市男女共同参画条例」概要
・「子育て応援宣言企業」一覧
・「子育て応援の店」一覧　他
会場：大野城まどかぴあ３階アスカーラギャラリー

【宗像市】
啓発活動

5月15日（日）～ 市広報紙で啓発記事の掲載

【宗像市】
啓発活動

6月16日（木）～6月30日（木） 市役所内広告表示板で啓発

【宗像市】
啓発活動

6月23日（木）～6月29日（水） 市庁舎ロビーでパネル啓発

【宗像市】
街頭啓発

6月13日（月）、
6月15日（水）

市内商業施設、駅等で啓発物品を配布し啓発

【宗像市】
啓発活動

6月15日（水）～6月30日（木） 市民図書館で、ポスター・関連図書の展示

【太宰府市】
広報紙掲載

6月1日号 男女共同参画に関する啓発記事

愛媛県

高知県

香川県
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【太宰府市】
市ホームページ掲載

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関する啓発記事

【太宰府市】
男女共同参画セミナー

6月25日（土） 演題：ママドラフト会議から見えてきた女性活躍が拓く「わたしの未来」
講師：田中彩さん
会場：太宰府市男女共同参画推進センター・ルミナス

https://dazaifu-
ruminas.jp/news/archives/163

【古賀市】
古賀市男女共同参画フォーラム2022

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画「輝きKOGAびと表彰者」及び「男女共同参画標語」受賞
作品の展示
＊古賀市役所、リーパスプラザこが交流館、JR古賀駅

【古賀市】
古賀市男女共同参画フォーラム2022

6月25日（土） 男女共同参画「輝きKOGAびと」及び「男女共同参画標語」の表彰式

【古賀市】
古賀市男女共同参画フォーラム2022

6月25日（土） 男女共同参画講演会

【古賀市】
古賀市男女共同参画フォーラム2022

6月20日（月）～6月30日（木） 男女共同参画啓発のぼり旗設置
※市役所前（玄関周辺）、市役所市民ホール

【福津市】
市ホームページへの掲載

6月1日（水）～6月30日（金） 市HPで「男女共同参画週間」のことについて、紹介をし、掲載予定で
す。

https://www.city.fukutsu.lg.jp/kyoudou/inde
x.html

【うきは市】
男女共同参画週間旗掲示

6月14日(火)～7月8日(金） 自治協議会コミュニティセンター等市内13カ所に啓発の旗を掲示する。 https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji003632
0/index.html

【うきは市】
令和4年度男女共同参画講演会

6月18日（土）14:00～16:00 演題「LGBTの存在をもっと身近に～誰もが生きやすい世の中を～」
講師 たかしさん(NPO法人カラフルチェンジラボ)
場所 うきは市立図書館小ホール
時間 14時～16時

https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji003632
0/index.html

【嘉麻市】
①広報紙に男女共同参画関係記事の掲載
②市内公共施設ポスター掲示
③市立図書館における男女共同参画関連図書の展示

①広報紙（６月）
②ポスター掲示（６月２３日～２９日）
③市立図書館の男女共同参画関係図書
の展示（６月２３日～２９日）

①「広報かま」6月号に男女共同参画関連記事（見開２ページ）の掲載
②男女共同参画週間の啓発ポスターの市内公共施設での掲示
③市立図書館における男女共同参画関連図書の展示

【みやま市】
広報みやま
６月１日号に啓発記事の掲載

６月１日（火）～ 男女共同参画を身近に取り組んで貰えるよう、みやま市独自のキャッ
チフレーズを募集します。

HPにも掲載予定ですが、公開日を6月１日
としており、現段階では入力できません。

【みやま市】
ラジオ放送「FMたんと」
２回に分けて広報

6月中に２回放送予定 男女共同参画を身近に取り組んで貰えるよう、みやま市独自のキャッ
チフレーズを募集します。

【みやま市】
みやま市　瀬高図書館
関係図書の配架

常時 図書館の中央に男女共同参画コーナーと子育てコーナーを並べて設
置し、テーマに沿った配架を行う。

【みやま市】
みやま市　瀬高図書館
特設ミニコーナーの設置

６月２３日（木）～６月２９日（水） 男女共同参画週間において、特設ミニコーナーの設置を行う。

【糸島市】
広報掲載

6月1日（水） 男女共同参画推進強調月間を周知

【糸島市】
講演会（関係者のみ）

6月１1日（土） 事業名 みなづきフォーラム2022
「子育て参画、男も女も～しっかり遊ぶ、しっかり笑う、みんなで子育て」

【糸島市】
啓発ポスター・チラシの配布

6月1日（水）～6月30日（木） 保育所、幼稚園、小学校他公共施設やＪＲ筑前前原駅構内に配布（設
置）。ポスター８０枚、チラシ７６０枚、啓発物品460個

【糸島市】
ＪＲ筑前前原駅北通路電光掲示板

6月1日（水）～6月22日（水） 男女共同参画推進強調月間を周知

【糸島市】
糸島市役所総合窓口電光掲示板

6月1日（水）～6月22日（水） 男女共同参画推進強調月間を周知

【那珂川市】
男女共同参画講演会

6月23日（木）～7月6日（水） テーマ：ママ目線くらし安心術～もしもに備えるいつも～
講師：柳原志保さん（歌う防災士しほママ）

https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/9/

【那珂川市】
啓発品配布

6月23日（木）～6月29日（水） 庁内に設置

【那珂川市】
パープルリボンツリー設置

6月23日（木）～6月29日（水） 庁内に設置

【那珂川市】
公用車にマグネットシート添付

6月23日（木）～6月29日（水）

【那珂川市】
広報紙に掲載

広報なかがわ６月号に掲載

【那珂川市】
ＨＰに掲載

6月1日（水）～7月6日（水） https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/9/

【宇美町】
男女共同参画講演会

6月25日（土） ・「子育て」に視点を置いた男女共同参画講演会の開催
場所：宇美町働く婦人の家「し～ず・うみ」

https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/23/3012
9.html

【宇美町】
男女共同参画週間啓発活動 ※未定。6月上旬開始を予定

・ＨＰにて週間の広報・啓発（作成中）
・図書館に関連書籍を集めたブース設置予定

【篠栗町】
街頭啓発

6月23日（木） 啓発文を印字したウエットティッシュを駅前などの街頭で配布

【篠栗町】
ポスター作成、展示

6月23日（木）～6月29日（水） 啓発文を入れたポスターを作成し、役場庁舎及び町施設に展示

【志免町】
周知啓発活動

6月1日（水）～6月30日（木） ＨＰ掲載

【志免町】
周知啓発活動

6月23日（木）～6月29日（水） 啓発のぼりの設置

【志免町】
周知啓発活動

6月 広報誌に記事掲載

【志免町】
周知啓発活動

5～6月 企業向け啓発チラシを町内事業者へ配布

【須恵町】
広報すえ６月号への掲載

6月3日（金）～6月30日（木） 町の広報紙である「広報すえ６月号」に男女共同参画週間についての
啓発記事を掲載する。

【粕屋町】
町広報紙、ホームページへの掲載

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間を周知する

【粕屋町】
男女共同参画コーナーの設置

6月1日（水）～6月30日（木） 町立図書館にて特設コーナーを設置し、男女共同参画の関連図書を紹
介する

【岡垣町】
街頭啓発（予定）

6月21日（火） （内容）啓発物資の配布
（場所）町内スーパー２か所・ＪＲ海老津駅

【遠賀町】
広報おんがに啓発記事掲載

6/25発行の町広報誌(広報おんが7月号)に男女共同参画の啓発記事
を掲載

【遠賀町】
男女共同参画週間懸垂幕の掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 懸垂幕の掲示(遠賀町中央公民館)

【桂川町】
男女共同参画週間ポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） R4年度男女共同参画局作成のポスターを掲示し周知する。
掲示場所：役場関係庁舎内（本庁・総合福祉センター・図書館・体育館

【筑前町】
広報啓発

広報ちくぜん６月号に掲載
町ホームページ、SNS掲載

【筑前町】
パネル展示

6月13日（月）～7月31日（日）予定 男女共同参画センターリブラに展示予定。

【太刀洗町】
大刀洗町男女共同参画講演会

６月25日（土） 元うきは市地域おこし協力隊　矢野尚美氏を講師に迎え、男女共同参
画や女性活躍についてお話しいただきます。
場所：大刀洗町　健康管理センター2階
（三井郡大刀洗町大字冨多819番地）

該当ページを作成予定。

【大木町】
男女共同参画週間特集書籍展示

6月1日（水）～6月15日（水） 大木町図書・情報センター内に男女共同参画に関する書籍、イベント
の紹介を展示する。

【香春町】
広報誌掲載（６月号）

6月3日（金）～6月30日（木） 男女共同参画の推進

【糸田町】
町広報誌6月号掲載

6月1日（水）～6月30日（木） コラムに男女共同参画について掲載

【糸田町】
庁舎内掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 庁舎内の特設コーナーに、関連物の掲示

【川崎町】
町広報誌への記事掲載

６月１日（水）～６月３０日（木） 町広報誌への記事掲載

【赤村】
広報誌への記事掲載

6月1日（水）～6月30日（木） 村広報紙へ「男女共同参画週間」として、特集記事を掲載する

【苅田町】
女性のためのプチマネープラン講座
～人生100年を幸せに生きる～

６月２３日（木）10：00～12：00 *老後２，０００万円問題の真実は？？？
*知っておくと役立つ社会保障の話
*扶養から外れて働くということ*働くことのメリットを知ろう❕
これから就職を考えている方も、既に働いている方も気になるお金の疑
問をまとめて解決しましょう☆

【吉富町】
街頭啓発活動

6月26日（(日) 啓発品（ティッシュ）の配布

【築上町】
広報ちくじょう6月号、築上町HP、町公式SNSへの掲載

6月1日（水） ・町広報紙6月号、町HP、町SNSに男女共同参画週間についての記事
掲載。

https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/

【築上町】
懸垂幕掲揚、のぼり旗設置

6月15日（水）～6月29日（水） ・庁舎に懸垂幕を掲揚
・庁舎、人権センター(2か所)に、のぼり旗を設置。

【築上町】
ポスター掲示

6月15日（水）～6月29日（水） ・町内約200か所にポスターを掲示。
(庁舎、公共施設、自治会、事業所等)

【築上町】
啓発用ポケットティッシュ配架

6月15日（水）～6月29日（水） ・公共施設および事業所に啓発用ティッシュを配架。

【築上町】
啓発コーナー設置

6月1日（水）～6月30日（木） ・町図書館でポスターとあわせて「男女共同参画」をテーマとした書籍を
紹介するコーナーを設置。

男女共同参画週間 6月2日（木）～6月28日（水） 佐賀県立図書館で関係図書の展示、ポスター掲示

【佐賀市】　
男女共同参画週間

6月23日（木）～6月29日（水） 佐賀市立図書館で関係図書の展示、ポスター掲示

【佐賀市】
男女共同参画週間

6月23日（木）～6月29日（水） 佐賀市役所本庁舎ホールでのパネル展示、ポスター掲示

福岡県
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【唐津市】
男女共同参画週間パネル展

６月２３日（木）～６月２９日（水） ・男女共同参画に関する資料
・市の事業紹介
・市民団体の男女共同参画推進に関する活動紹介展示物など
・期間中は市役所本庁舎1階玄関ホールに展示し、期間終了後、市民
団体の活動紹介展示物は、市役所の市民センター（８か所）を巡回展
示する。

【唐津市】
男女共同参画特集コーナー等の設置

６月２３日（木）～６月２９日（水） 唐津市近代図書館閲覧室内に男女共同参画推進に関する書籍等の
紹介コーナーを設置

【鳥栖市】
市報６月号

５月１２日（木）発送 市報６月号に特集記事を掲載。

【鳥栖市】
鳥栖市立図書館に特設コーナー設置

６月３日（金）～７月６日（水） 鳥栖市立図書館に男女共同参画に関連する図書を紹介する特設コー
ナーを設置。

【伊万里市】
伊万里市男女共同参画週間パネル展

6月29日（水）～7月8日（金） 男女協働参画啓発パネルの展示やワークライフバランス取組事業所の
紹介やデートＤＶ防止紙芝居の展示

【武雄市】
広報誌等での啓発

６月１日（水）～ 広報誌、ホームページ等での啓発

【武雄市】
啓発物の作成、配布

６月実施 啓発チラシの作成及び配布

【武雄市】
パネル展への参加

６月実施 アバンセ主催のパネル展での啓発

【鹿島市】
６月市報

６月１日（水）～ 男女共同参画週間周知の記事掲載

【鹿島市】
パネル展示

６月２３日（木）～６月２９日（水） 内容：男女共同参画についてのパネル展示。
場所：鹿島市生涯学習センター（エイブル）エントランス

【小郡市】
図書館啓発コーナー設置

6月23日（木）～6月29日（水） 市内の図書館4か所に啓発コーナーを設置し、男女共同参画に関連し
た本を紹介

【嬉野市】
男女共同参画の団体による活動報告のパネル展示

6月2日（木）～6月29日（水） 佐賀県男女共同参画センターアバンセにて開催のパネル展に参加。 https://www.avance.or.jp/

【嬉野市】
ＨＰでの広報

6月13日（月）～6月29日（木） 嬉野市のＨＰに男女共同参画週間の広報 https://www.city.ureshino.lg.jp/

【神埼市】
神埼市立図書館に特設図書コーナー設置

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間の期間中、男女共同参画に関する図書コーナー設
置します。

【吉野ヶ里町】
男女共同参画関連図書コーナー設置

6月1日（水）～6月30日（木） 町内の図書室（2カ所）において、関連図書の特設コーナーを設置す
る。

【吉野ヶ里町】
広報誌へ啓発記事の掲載

5月26日（木）発行 町の発行する広報誌6月号にて、男女共同参画週間をお知らせする記
事を掲載する。

https://www.town.yoshinogari.lg.jp/lifeinfo/o
shirase/koho_kocho/1/1225.html

【基山町】
男女共同参画パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 基山町民会館１階ホワイエで「男女共同参画の視点で　みんなでつくろ
う！安全・安心な避難所」パネル展示

【基山町】
特設図書コーナーの設置

6月1日（水）～6月30日（木） 基山町立図書館で男女共同参画に関する図書コーナーの設置

【みやき町】
図書展示

6月21日（火）～7月20日（水） 町立図書館における関連図書の展示

【江北町】
広報へ掲載

6月1日（水）～ 広報こうほく６月号に男女共同参画に関する記事を掲載する。

横断幕を掲揚 6月23日（木）～6月29日（水） 長崎県庁舎に男女共同参画週間を周知する横断幕を掲揚

大型スクリーン、デジタルサイネージの活用 6月1日（水）～6月30日（木） 長崎県庁ロビー大型スクリーン･1階から８階のデジタルサイネージにチ
ラシデータを放映し、男女共同参画週間の周知を行う

ポスター掲示 6月1日（木）～6月30日（木） 長崎県庁内掲示板、県立図書館へポスター掲示

パネル展 ６月16日（木）～7月11日（月） 男女共同参画に関する啓発パネルを展示
会場：長崎県庁１階県政資料閲覧エリア

庁内放送、庁内ポータルサイト 6月23日（木）～6月29日（水） 本庁で、本年度の男女共同参画週間のキャッチフレーズ、街頭啓発の
告知

街頭啓発 6月４日（土）～6月5日（日） 場所：みらい長崎ココウォーク
内容：テーマ「みんなで考える＃ジェンダー不平等」にワークショップ、パ
ネル展示、啓発品の配布

広報テレビ番組「みジカなナガサキ」放送 6月22日（水） 内容：男女共同参画についての説明、男女共同参画週間の県の取組
の紹介

新聞「県からのお知らせ」 6月22日（水）～6月23日（水） 本年度の男女共同参画週間のキャッチフレーズ紹介記事の掲載　新聞
２社

【長崎市】
令和４年度男女共同参画週間記念講演会「キラキラ女子に
おくる　デミー博士のドキドキ土木教室」

6月26日（日）
13:30～15:30

【場所】長崎市男女共同参画推進センター　アマランス研修室
【内容】かわいい土木、かっこいい土木、ドローンを使った最新技術、先
輩女子のリアル仕事動画などを通じ、土木のあらゆることについて学ぶ
ことができる。

お問合せ/申込み
http://ngs-shiminkaikan.jp/

【長崎市】ポスター館内掲示
ちらし設置
市ホームページ・FB・LINEへ掲載

6月上旬 令和４年度「男女共同参画週間」のお知らせ、啓発等

【長崎市】
ラジオでの広報啓発活動

6月21日（火） NBCラジオによる、令和４年度「男女共同参画週間」における広報啓発

【佐世保市】
懸垂幕掲示

6月21日（火）～6月29日（水） 佐世保市役所本庁舎に男女共同参画週間を周知する懸垂幕を掲示

【佐世保市】
広報紙への掲載

6月上旬（6月号全世帯配布） 男女共同参画週間の周知

【佐世保市】
パネル展示

6月27日（月）～6月30日（木） アルカスＳＡＳＥＢＯ交流スクエアにパネルを展示

【佐世保市】
ホームページにて広報

6月23日（木）～6月29日（水） ホームページにて男女共同参画週間の周知を行う

【佐世保市】
市Facebookにて広報

6月23日（木）～6月29日（水） Facebookにて男女共同参画週間の周知を行う

【佐世保市】
庁内放送にて広報

6月23日（木）～6月29日（水） 庁内放送にて男女共同参画週間の周知を行う https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/

【佐世保市】
インスタグラムにて広報

6月23日（木）～6月29日（水） インスタグラムにて男女共同参画週間の周知を行う

【佐世保市】
庁内電子掲示版にて広報

6月23日（木）～6月29日（水） 電子掲示版にて男女共同参画週間の周知を行う

【佐世保市】
佐世保市立図書館にて広報

6月23日（木）～6月29日（水） 関係図書を並べ周知を行う

【佐世保市】
佐世保市のコミュニティFM「FMさせぼ」にて広報

6月17日（金）11：00～ 「キラっ都させぼラジオ版」にて男女共同参画週間とパネル展の周知を
行う

【島原市】
市ホームページにて広報

6月1日（月）～6月29日（月） 市ホームページにおいて、男女共同参画週間の周知及び男女共同参
画について啓発を行う。

【島原市】
市公式Facebookページ、市公式Twitterにて広報

6月1日（月）～6月29日（月） 市公式Facebookページ、市公式Twitterにおいて、男女共同参画週間
の周知を行う。

【島原市】
ポスター掲示（パネル展）

6月1日（月）～6月29日（月） 市内公共施設（庁舎・公民館・体育施設等）にポスター・パネル等を掲
示し、男女共同参画週間の周知を行う。

【諫早市】
自治会班回覧 への掲載

6月下旬 男女共同参画週間の周知及び男女共同参画について啓発

【諫早市】
市ホームページにて広報

5月～ 男女共同参画週間の周知及び男女共同参画について啓発 https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post29
/20361.html

【諫早市】
イベント「ひとひと参感日講演」

6月26日（日） ひとひと参感日講演「自分らしく着る　自分らしく学ぶ　～ジェンダーレ
ス制服～」

【大村市】
パネル展示

6月17日（金）～6月29日（水） ミライｏｎ図書館や市役所出張所、コミュニティセンターなどの施設に男
女共同参画に関する啓発物を掲示し、周知を行う。

【大村市】
ホームページにて広報

6月17日（金）～6月29日（水） 市ホームページにおいて、男女共同参画週間の周知を行う。 https://www.city.omura.nagasaki.jp/heartpal
/kurashi/shiminkyodo/danjyo/syukan.html

【大村市】
男女共同参画週間に関するイベント「ハートパルまつり」の

7月3日（日）～7月3日（日） 女性の身体と性をテーマにした講座等の開催など
（場所：プラットおおむら、プラザおおむら）

https://www.city.omura.nagasaki.jp/heartpal
/kurashi/shiminkyodo/danjyo/heartmatsuri.

【平戸市】
平戸市のホームページへの掲載

6月15日（水）～6月29日（水） 平戸市のホームページにおいて、男女共同参画週間の周知を行う。

【平戸市】
ポスター掲示

6月1日（水）～6月29日（水） 市内公共施設（庁舎・公民館・図書館等）にポスターを掲示し、男女共
同参画週間の周知を行う。

【松浦市】
市報への掲載

市報6月号（全世帯配布） 男女共同参画週間の周知

【対馬市】
広報誌にキャッチフレーズを掲載

6月号（6月15日全世帯配布） 市の広報誌にキャッチフレーズを掲載し啓発

【対馬市】
CATVでの文字放送

6月15日（水）～6月29日（水） 市のCATVの文字放送にて啓発

【壱岐市】
街頭啓発活動

6月25日（土）～6月28日（火） 促進会議メンバーと共に、市内商業施設にて街頭啓発活動を実施予
定。

【壱岐市】
ポスターの掲示

6月13日（月）～6月30日（木） 支所や出張所に、男女共同参画週間ポスターを掲示。

【壱岐市】
壱岐市ケーブルテレビ広報

6月23日（木）～6月29日（水） 市のケーブルテレビにて啓発。

【壱岐市】
横断幕掲示

6月13日（月）～6月30日（木） 市内4町において横断幕を掲げ啓発。

【壱岐市】
自治体HPにて広報

6月13日（月）～6月30日（木） 市のホームページにて啓発。

【五島市】
LINE五島市公式アカウントへ掲載

6月23日（木） LINEアプリ内VOOMで五島市公式アカウントより男女共同参画週間の
標語等を掲載し、啓発を実施予定。

【五島市】
執務室前掲示板にポスター掲示

6月20日（月）～6月30日（木） 男女共同参画週間、SDGｓ５ジェンダー平等の啓発予定。

【西海市】
市ホームページへ掲載

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間の周知を行なう。 https://www.city.saikai.nagasaki.jp/soshiki/s
himin/2/2/3862.html

【西海市】
行政情報モニターに、男女共同参画週間ポスターを表示

6月1日（火）～6月30日（木） 市役所本庁舎玄関ロビーの行政情報モニターに、「男女共同参画週間
ポスターを表示して周知する。

【西海市】
パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 市役所本庁舎玄関ロビーに男女共同参画週間を周知するパネルを設
置

長崎県

佐賀県
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【西海市】
パーテンションに縮小版ポスター貼付

6月1日（水）～6月30日（木） 本庁1階市民課窓口のコロナ感染防止用のアクリルパーテーションに、
縮小したポスターを貼付して男女共同参画週間を周知

【西海市】
人権擁護委員への啓発資料の配布

6月29日（水） 市の人権擁護委員総会時に人権擁護委員へ啓発資料を配布し、男女
共同参画への理解を深めてもらう

【雲仙市】
男女共同参画市民講座「あなたらしい」を手作りしよう！陶
芸講座

6月25日（土） てびねりで湯飲みを作り、絵付けをする。今年度キャッチフレーズにち
なみ、個性の尊重を物作りで体感する。

https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0035
118/index.html

【雲仙市】
広報紙、市Facebookへの掲載
ポスター展の開催

6月1日（火）～6月30日（水） 男女共同参画週間の周知

【南島原市】
のぼり旗の設置

6月23日（木）～6月29日（水） 庁舎周辺に設置予定

【長与町】
横断幕掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 長与町役場庁舎に男女共同参画週間周知する横断幕を掲示

【長与町】
広報誌への掲載

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間の周知

【長与町】
町ホームページへの掲載

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間の周知

【長与町】
パネル展示

6月17日（金）～6月30日（木） 長与町役場1階玄関ロビーに男女共同参画週間を周知するパネルを掲
示

【長与町】
庁舎内へのポスター掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間の周知

【時津町】
広報紙、ホームページによる周知

6月1日（水）～6月30日（木） 男女共同参画週間について周知する。

【時津町】
懸垂幕の掲示

6月1日（水）～6月30日（木） 時津町本庁舎壁面に、男女共同参画週間を周知する懸垂幕を掲示す
る。

【東彼杵町】
広報紙への掲載

６月中 ６月１５日発行予定の広報紙において、男女共同参画週間の周知及び
男女共同参画についての啓発記事を掲載。

【川棚町】
広報紙への掲載

5月下旬
（6月号：全世帯配布）

男女共同参画週間の周知

【波佐見町】
ホームページへの掲載

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間の周知

【小値賀町】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日(火) 男女共同参画週間のポスターを庁舎内に掲示

【佐々町】
広報紙への掲載

広報さざ6月号
（6/1全世帯配付）

男女共同参画週間に関する記事を広報紙に掲載

【佐々町】
ポスター掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間のポスターを庁舎内に掲示

【新上五島町】
広報誌への掲載

6月上旬～全世帯配布 男女共同参画週間の周知のため、6月号広報誌への掲載

男女共同参画週間啓発資料等展示 6月22日（水）～6月30日（木） 県庁展示スペースで、パンフレット、冊子、パネル等の啓発資料展示
※男女参画・協働推進課

男女共同参画 in パレア（ロビー展） 6月23日（木）～7月3日（日） 男女共同参画に関する啓発パネル展示
※熊本県男女共同参画センター

https://www.parea.pref.kumamoto.jp/danjo/
（後日掲載）

【八代市】
男女共同参画週間パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 八代市役所本庁舎1階ロビー
男女共同参画に関するパネル展示（八代市の取り組み、過去に活躍し
た女性紹介等）

http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0031468
6/index.html

【玉名市】
男女共同参画週間に伴う特設コーナーの設置（本庁舎）

6月1日（水）～6月30日（木） 市役所本庁舎1階ロビーにて、特設コーナーの設置。他課のモニターを
使用し呼びかけを行う。

【玉名市】
男女共同参画週間に伴う特設コーナーの設置（図書館）

5月25日（水）～6月30日（木） 市内4図書館で、男女共同参画に関する本や冊子、ポスター等を使用
し特設コーナーを設置、利用者に啓発する。

【玉名市】
男女共同参画に関する街頭啓発

6月21日（火） 施設等で、啓発チラシやグッズの配布を行う。

【玉名市】
男女共同参画週間についての周知啓発

5月29日（日）～6月30日（木） 広報紙・ホームページやSNS等を利用し男女共同参画週間について
知ってもらい、考えてもらう機会をつくる。

https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/162/
18742.html

【菊池市】
男女共同参画パネル展示等による啓発

6月15日（水）～7月7日（木） パネル展示・パンフレット等設置による啓発
（生涯学習センター及び中央図書館にて）

【上天草市】
男女共同参画週間に関する広報

6月15日（水） 男女共同参画週間について市の広報誌『上天草６月号』に記事掲載

【上天草市】
男女共同参画週間ポスター掲示

6月1日（水）～6月29日（水） 庁舎ロビーに啓発ポスターの掲示

【菊陽町】
男女共同参画「川柳＆写真」コンテスト

6月1日（水）～7月30日（土）
（募集期間）

・男女共同参画啓発・推進のための川柳＆写真のコンテスト
・男女共同参画週間に合わせて作品を募集

【西原村】
にしはら女性元気セミナー

7月2日（土） 講演「男女共同参画のすすめ～誰もが個性と能力を発揮できる社会を
目指して～」
場所：生涯学習センター「山河の館」

https://www.vill.nishihara.kumamoto.jp/living
/learning/kouenkai.html

街頭啓発キャンペーン ６月２３日（木）7:30～8:30 大分市と合同で実施。啓発グッズ配布、のぼり旗配置による啓発（場
所：大分駅北口・南口）

「アイネス男女共同参画フェスタ２０２２」 ６月２４日（金）～６月２５日（土） 場所：大分県消費生活・男女共同参画プラザ
大竹文雄氏による講演会（24日（金））、
収納王子コジマジック氏による整理収納セミナー、その他ワークショップ
等(25日（土）)

https://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/i-
ness-festa2022.html

【大分市】
街頭啓発キャンペーン

6月23日（水）7:30～8:30 大分県と合同で実施。啓発グッズ配布、のぼり旗配置による啓発（場
所：大分駅北口・南口）

【大分市】
男女共同参画週間記念講演会

6月25日（土）13:30～16:00 講師：山口　真由氏（信州大学特任教授）
演題：ふつうの家族にさようなら
場所：コンパルホール文化ホール
定員：２５０名（当日先着順）
料金：無料
※コロナウイルス感染対策をした上で実施。

【大分市】
啓発用横断幕の設置

6月1日（水）～6月30日（水） 男女共同参画週間啓発のため、本庁舎壁面に横断幕を設置する。

【大分市】
男女共同参画週間パネル展示

6月16日（火）～6月29日（水） 場所：コンパルホール2階市民ギャラリー
男女共同参画週間及び「第４次おおいた男女共同参画推進プラン」啓
発のため、作成した複数のパネル等を展示する。

【別府市】
広報物設置等

６月２３日（木）～６月２９日（水） ①市役所玄関口のぼり旗の設置
②庁舎内　放送啓発
③関係課窓口での啓発物の設置

【中津市】
男女共同参画週間記念講演会

7月16日（土） ・開催場所　中津市立小幡記念図書館
・開催時間　10：00～12：00
・内容
　①標語コンクール優秀作品授賞式
 ②記念講演会
　　講師：大崎　麻子
　　演題：男女共同参画・男もつらいよ
　　　　　　～誰もが生きやすい社会へ～

【日田市】
街頭啓発キャンペーン

６月２３日（木）～６月２９日（水） のぼり旗設置による啓発、ポケットティッシュの窓口配備（本庁、振興
局、振興センター）

【臼杵市】
臼杵市男女共同参画講演会

６月２７日（月） 場所：臼杵市民会館
講師：社会保険労務士　篠原丈司　氏

【津久見市】
津久見市男女共同参画審議会第１回研修会

6月29日（水） 場所：市民ふれあい交流センター

【津久見市】
街頭啓発キャンペーン

6月29日（水） マルショク津久見店正面入口付近・駐車場側入口付近 ※コロナの状況によっては、中止の場合も
あります。

【豊後高田市】
男女参画週間実施予定

6月23日（木）～6月29日（水） 市役所に懸垂幕を掛ける
スーパーでの街頭啓発

【杵築市】
街頭啓発キャンペーン

6月23日（木）～6月23日（木） 市内商業施設前でのチラシ等啓発物資の配布活動

【宇佐市】
男女共同参画講演会

6月4日（土）
13：00～15：30

宇佐文化会館　小ホール
講師：山田メユミ氏
演題：「出会いも子育ても全てはチャンスに…ポジティブ思考で広がる
キ リア

https://www.city.usa.oita.jp/sougo/soshiki/
10/suishin/2/2_1/4382.html

【宇佐市】
街頭啓発

6月23日（木）
10：30～11：30

市内大型店舗7か所

【豊後大野市】
第16回豊後大野市男女共同参画市民のつどい

6月25日（土） 講師：平松まゆきさん（弁護士・元歌手）
演題：「アイドルから弁護士へ！」
場所：エイトピアおおの大ホール

https:www.bungo-ohno.jp

【豊後大野市】
男女共同参画街頭キャンペーン

6月16日（木）～6月22日（水） 市民への啓発として健診会場へ訪れた方へのチラシ配布等を行う
場所：市内健診会場

https:www.bungo-ohno.jp

【国東市】
街頭啓発キャンペーン

6月23日（木）～6月29日（水） 啓発グッズの配布、のぼり旗配置による啓発（場所：国東市役所庁舎
内・市内商業店（予定））

【国東市】
国東市男女共同参画講演会

10月15日（土） 場所：アストくにさき　アストホール

【姫島村】
街頭啓発キャンペーン

6月23日（木）午前7時45分～ 姫島港（フェリー待合所前）、農協Aコープ前

【日出町】
街頭啓発キャンペーン

6月25日（土） 啓発物資配布、のぼり旗配置による啓発
（日出町内市街地）

【九重町】
人権を考える講演の夕べ

7月下旬（未定） 場所：九重文化センター（予定）

【玖珠町】
「男女共同参画週間」啓発キャンペーン

６月２３日（木）～６月２９日（水） 町内スーパーにのぼり旗を設置

【玖珠町】
「男女共同参画週間」街頭啓発キャンペーン

６月２５日（土） 啓発チラシ・ティッシュの配付
のぼり旗の設置

【玖珠町】
男女共同参画フォーラムinくす

６月２５日（土） 男女共同参画にかかる講演会
対象：町民

男女共同参画週間啓発パネル展 6月9日（水）～6月20日（日） ・場所：宮崎県立図書館ギャラリー
・パネル展示
・啓発資料設置

熊本県

大分県
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男女共同参画週間啓発パネル展 6月21日（月）～6月27日（日） ・場所：宮崎県庁本館１階ロビー
・パネル展示
・啓発資料設置

男女共同参画週間啓発パネル展 6月16日（水）～6月30日（水） ・場所：宮崎県庁防災庁舎１階ロビー
・パネル展示

県政番組等による広報 6月中 ・県政番組（ラジオ）による広報
・県政けいじばん（新聞）への記事掲載

県ホームページへの掲載 6月中 ・男女共同参画週間の告知

旗の掲示 6月23日（木）～6月29日（水） 場所：本庁１階玄関付近
宮崎市男女共同参画センター「パレット」

【宮崎市】
のぼり旗の掲示

6月23日（木)～6月29日（水） 場所：各総合支所

【宮崎市】
庁内への情報提供

6月23日（木）～6月29日（水） 市庁内LANの新着情報に「男女共同参画週間」の紹介を行う

【宮崎市】
男女共同参画週間パネル展
「ベアテ・シロタさん」の特別パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） ・男女共同参画に関するパネル展示
・戦後日本国憲法に「男女平等」を書いたベアテ・シロタさんに関するパ
ネル展示
場所：宮崎市男女共同参画センター「パレット」

【宮崎市】
「みやざきのパパたち写真展2022」

6月23日（木）～6月29日（水） 男性（パパやおじいちゃん）が育児に参加している様子の写真を市民よ
り公募し、展示

【宮崎市】
「可能性へのチャレンジ～私らしく、自分らしく～」

6月23日（木）
13：30～15：30

多様な生き方やジェンダー平等など、これからの子どもたちに伝えたい
ことについて、地元のサッカーチームの選手とふれあいながら一緒に考

【宮崎市】
男女共同参画週間　上映会
「私は男女平等を憲法に書いた」

6月25日(土)
13：00～15：00

戦後日本国憲法に「男女平等」を書いたベアテ・シロタさんを追ったド
キュメンタリー映画の上映会

【宮崎市】
男女共同参画推進員（宮崎市関連）
意見交換会（令和４年度・第１回）

6月26日（日）
9：00～9：45

宮崎県男女共同参画推進員のうち、宮崎市内・近郊在住の推進員の
方との意見交換会

【宮崎市】
「自分らしく生きる、働く～私のキャリアライフプラン～」

6月26日（日）
10：00～11：30

宮崎日日新聞社の中川美香さんを講師に迎え、子育てをしながら続け
てきた28年間の記者人生や、その中で見えてきたことなどに関する講
話【宮崎市】

宮崎市男女共同参画センター「パレット」ホームページとフェ
イスブック・インスタグラム等SNSへの掲載

6月中 男女共同参画週間のお知らせ https://pal-let.jp/

【都城市】
市の広報誌(広報都城)での掲載

6月1日号 男女共同参画週間について
　・思い込みや偏見について
　・パネル展開催について

【都城市】
市民サロンでパネル展開催

6月23日（木）～6月29日（水） ・ポスター掲示  ・パンフレット等設置
・来場者が自分の思いをかいてパネルを作成 等

【都城市】
男女共同参画川柳募集

5月2日（月）～10日（金） 日々の暮らしで感じる性別による役割分担や習慣への疑問・体験、男
女共同参画社会実現に向けたメッセージなどを表現した川柳を募集す

【都城市】
ラジオでの広報

6月 ラジオに出演し、男女共同参画について啓発

【都城市】
ホームページへの掲載

6月 ・男女共同参画週間について
・男女共同参画のキャッチフレーズ
・パネル展の開催について

【延岡市】
「男女共同参画週間企画展」開催

6/18（土）～6/30(木） ・場所：延岡市立図書館
・関連図書、啓発資料、情報誌等展示
・のぼり旗掲示

【延岡市】
「広報のべおか６月号」での広報

6月初旬 男女共同参画週間の周知
キャッチフレーズの周知

【延岡市】
市役所前電光掲示板での広報

6/23（木）～6/29(水） 男女共同参画週間の周知
キャッチフレーズの周知

【延岡市】
のぼり旗の掲示

6/23（木）～6/29(水） 場所：男女共同参画センター

【延岡市】
市役所１階市民課窓口モニターでの広報

6/23（木）～6/29(水） 男女共同参画週間の周知
キャッチフレーズの周知

【日南市】
関連本展示

6月22日（水）～6月29日（水） 市立図書館にて、男女共同参画関連本展示コーナーの設置

【日南市】
広報紙への掲載

6月15日号 男女共同参画週間の告知
市立図書館での関連本展示の紹介

【小林市】
広報誌への掲載

6月15日号 男女共同参画週間についてのおしらせ

【小林市】
ホームページへの掲載

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間についてのおしらせ https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikara
sagasu/shiminseikatsubushiminka_jinkenguru
pu/index.html

【小林市】
ポスター、のぼり旗の掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 本庁舎、野尻庁舎、須木庁舎に掲示

【小林市】
啓発物の掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 本庁舎1階多目的スペースにて掲示

【小林市】
啓発物の配布

6月23日（木）～6月29日（水） 各窓口にチラシ等の啓発物を設置し配布

【日向市】
男女共同参画週間啓発パネル展

6月21日（火）～6月29日（水) ・場所：市役所１階市民ホール
・パネル展示、啓発資料設置

【日向市】
男女共同参画週間啓発パネル展

6月30日（木）～7月7日（木) ・場所：市立図書館２階
・パネル展示、啓発資料設置
・男女共同参画関連書籍の案内

【日向市】
街頭啓発運動

6月26日（日） ・場所：イオン日向店
・啓発グッズ及び啓発チラシの配布

【日向市】
市ホームページへの掲載

6月14日（火）～7月7日（木） ・男女共同参画週間のお知らせ
・パネル展のお知らせ

https://www.hyugacity.jp/

【日向市】
のぼり旗の掲示

6月23日（木）～6月29日（水） ・場所：男女共同参画社会づくり推進ルーム「さんぴあ」

【日向市】
広報ひゅうが６月号への掲載

6月初旬 ・男女共同参画週間のお知らせ
・パネル展のお知らせ

【日向市】
ＦＭひゅうが

6月13日（月）～6月24日（金） ・男女共同参画週間のお知らせ
・パネル展のお知らせ

【串間市】
のぼり旗の掲示

６月２３日（木）～６月２９日（水） 場所：市庁舎内

【串間市】
市ホームページ及びFacebookへの掲載

６月上旬 男女共同参画週間のお知らせ

【西都市】
男女共同参画週間啓発パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） ・場所：西都市立図書館
・パネル展示
・啓発資料設置

【西都市】
広報さいとへの掲載

6月号 ・男女共同参画週間のお知らせ

【西都市】
お知らせへの掲載

6月15日号 ・男女共同参画週間のお知らせ

【西都市】
市ホームページへの掲載

6月中 ・男女共同参画週間及びパネル展のお知らせ http://www.city.saito.lg.jp

【西都市】
男女共同参画週間ポスター掲示

6月中 ・場所：庁舎、生きがい交流広場、西都市公民館

【えびの市】
男女共同参画週間啓発パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） ・場所：市役所本庁2階ロビー／えびの市民図書館
・パネル展示　
・啓発資料設置

【えびの市】
広報えびの掲載

6月号 ・男女共同参画週間について

【えびの市】
のぼり旗の掲示（市役所）

6月23日（木）～6月29日（水） ・男女共同参画週間の告知

【えびの市】
市ホームページへの掲載

6月1日（水）～6月29日（水） ・男女共同参画週間の告知

【三股町】
回覧への掲載

6月15日号回覧 ・男女共同参画週間のお知らせ

【三股町】
啓発ポスター等展示

6月23日（木）～6月29日（水） ・場所：役場庁舎内ロビー
・ポスター、啓発資料展示、のぼり旗設置

【三股町】
卓上のぼり旗設置

6月23日（木）～6月29日（水） ・場所：役場内各課カウンター
・週間啓発の卓上のぼり旗を設置

【三股町】
啓発コーナー設置

6月23日（木）～6月29日（水） ・場所：三股町立図書館
・関連図書コーナー設置

【高原町】
パネル展

6月中 場所：庁舎内
パネル展示
のぼり旗、リーフレット等の設置

【高原町】
ポスター掲示

6月中 場所：庁舎内

【国富町】
町ホームページ掲載

6月中 町ホームページへの掲載（男女共同参画週間のお知らせ） http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/main/
info/page000973.html

【国富町】
のぼり旗の掲示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画週間のお知らせ

【国富町】
卓上ミニのぼり旗の掲示

6月23日（木）～6月29日（水） ミニのぼり旗を役場庁舎各課窓口、庁舎階段へ掲示

【国富町】
町広報誌掲載

６月号 男女共同参画週間のお知らせ

【綾町】
ポスター掲示

6月1日（水）～6月29日（水） 場所：庁舎内、町図書館、町公民館、てるはドーム

【綾町】
ホームページへの掲載

5月31日（月）～6月29日（火） 男女共同参画週間のお知らせ、男女共同参画局・宮崎県男女共同参
画センター・宮崎市男女共同参画局のリンク貼付

https://www.town.aya.miyazaki.jp/

【高鍋町】
ポスター掲示

6月中 ・場所：庁舎内

【高鍋町】
町週報での周知

6月10日（金）発行分 ・男女共同参画週間のお知らせ

宮崎県
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【新富町】
町広報媒体への掲載（広報誌、HP）

6月中 男女共同参画週間についてのお知らせ http://www.town.shintomi.lg.jp

【新富町】
ポスター掲示

6月中 新富町役場内

【木城町】
ポスター掲示

6月中 場所：庁舎内

【木城町】
SNSによる広報

6月23日（木） 男女共同参画週間のお知らせ

【木城町】
防災無線による広報

6月中 男女共同参画週間のお知らせ

【川南町】
町公式Facebookでの広報

6月22日（水） 男女共同参画週間について

【川南町】
ポスターの掲示

6月7日（火）～6月29日（水） 男女共同参画週間のポスター
場所：庁舎内及び公民館

【川南町】
町ウェブサイトでの広報

6月17日（金）～6月29日（水） 男女共同参画週間について https://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/s
oshiki/2/1225.html

【都農町】
各世帯配布の週報及びホームページへの掲載

6月9日発送の週報及びホームページにも
掲載予定

男女共同参画週間のお知らせ https://www.town.tsuno.lg/jp

【都農町】
のぼり旗の掲示

6月中旬 役場正面玄関前

【門川町】
男女共同参画週間パネル展

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画に関するパネルを展示　場所：かどがわ温泉　心の杜

【門川町】
広報かどがわ6月号掲載

6月1日（水） 町内全世帯に配布

【門川町】
啓発のぼりの設置

6月23日（木）～6月29日（水） 門川駅に啓発のぼりを設置

【椎葉村】
広報誌への掲載

６月中 男女共同参画週間のお知らせ

【椎葉村】
告知端末「やまびこ通信」による告知

６月中 男女共同参画週間のお知らせやそれに伴うインタビュー

【椎葉村】
のぼり旗の掲示

６月中 場所：椎葉村役場

【美郷町】
町広報誌への掲載

6月号 男女共同参画週間のお知らせ

【美郷町】
ポスター等の掲示

6月中 内閣府作成のポスターを庁舎内に掲示

【美郷町】
ケーブルテレビ文字放送

6月19日(日）～7月2日(土) 町内ケーブルテレビの文字放送で男女共同参画週間及び宮崎県男女
共同参画センター電話相談について周知

【高千穂町】
町広報誌「高千穂」に掲載

6月号 男女共同参画週間のお知らせ

【高千穂町】
のぼり旗掲示

6月23日(木)～6月29日(水) 庁舎周辺にのぼり旗設置

【高千穂町】
ポスター掲示

6月中 庁舎内及び出張所に掲示

【日之影町】
町広報誌｢ひのかげ｣6月号記載

6月15日発行 男女共同参画週間のお知らせ

【五ヶ瀬町】
のぼり旗の掲示

6月中旬～（雨天時除く） 場所：役場前駐車場内

【鹿児島市】
男女共同参画週間フォーラム

６月２６日（日） 男女共同参画社会基本法の基本理念に関する理解を深めるために、
男女共同参画社会の形成に向けたフォーラムを開催し、基本法の目的
や理念についての理解を深める。
場所：サンエールかごしま５階　多目的フロア

http://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/jinke
n/danjokyodo/danjofi-ramu.html

【出水市】
出水市ホームページで周知

6月1日（水）～6月30日（木） 6月23日から29日までの1週間は、「男女共同参画週間」です。この機会
に男女のパートナーシップについて考えてみませんか？

【出水市】
男女共同参画だより（広報紙）の発行

6月1日（水）～6月30日（木） ・男女共同参画週間について
・男女共同参画に関する県民意識調査の結果について（概要）
・鹿児島県男女共同参画センターの案内

【指宿市】
広報紙6月号に掲載

6月1日（水）～ 男女共同参画の概要を掲載

【指宿市】
ポスター掲示

～6月30日（木） 場所：指宿庁舎，山川庁舎，開聞庁舎

【薩摩川内市】
令和４年度　薩摩川内市男女共同参画フェア

6月24日（日）
10:00～16:00

「誰もが安心して暮らせるまちづくり」をメインテーマに、多様性やジェン
ダーの理解を深めるため、さまざまなワークショップを開催します。

https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/
contents/1527551427150/index.html

【日置市】
啓発活動

6月1日（水）～6月30日（木） ・市報、ホームページ等による啓発
・男女共同参画週間ポスターを公共施設に掲示
・職場内ネットワーク環境の利用による職員への広報啓発

【志布志市】
男女共同参画啓発パネルの設置

6月～7月 市内の公共施設や商業施設において啓発パネルを設置する。

【知名町】
男女共同参画事業啓発パネル展示

6月23日（木）～6月29日（水） 男女共同参画への理解を深めるパネル展示
知名町中央公民館等

男女共同参画パネル展
「復帰50周年　 HERSTORY　
　　＃沖縄の女性たちが
　　　次世代に伝えたいこと」

6月23日（水）～6月29日（水） 沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」エントランスホールにて、男女
共同参画に関するパネル展を実施

https://www.okinawajosei.org/

男女共同参画イベント
性の多様性に関する講座
「わたしらしく生きるために
　～性の多様性について考える～」

6月25日（土） LGBTQに関する基調講演と支援者や当事者を招いてトークディスカッ
ションを実施することで、性の多様性について理解を深め、誰もが自分
らしく生きられる社会づくりを目指すことを目的に啓発イベントを沖縄県
男女共同参画センター「てぃるる」で開催する。

https://www.okinawajosei.org/

男女共同参画パネル展（県庁） 6月27日(月)～7月1日(金) 沖縄県庁1階県民ホールにて、男女共同参画週間に関するパネル展を
実施

https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/h
eiwadanjo/index.html
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