
「令和４年度女性に対する暴力をなくす運動」期間中のイベント一覧
※一部期間外のイベントも掲載しております。(10月26日現在）

ポスター、リーフレットの作成配布 広報キャンペーン等 イベント（シンポジウム、講演会等）の啓発活動

埼玉県 ・ＤＶ防止に関する啓発グッズや相談カードの配布 ・県広報紙「彩の国だより11月号」への掲載

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

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

さいたま市

・内閣府作成のポスター・リーフレット等を、庁内関係課及び
各区役所に設置

・ＤＶ防止に関する相談カードの設置

・市ＨＰ、市広報誌への掲載

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

https://www.city.saitama.jp/006/
010/006/005/004/p056560.html

川越市 ・市ＨＰ、市広報紙への掲載 ・パネル展示（ウェスタ川越３階）
https://www.city.kawagoe.saitam
a.jp/shisei/jinken_danjokyodo/da
njokyodosankaku/purple-
ribbon2020.html

熊谷市
・相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、商業施設等）

・卓上ポップの配置（男女共同参画センター、庁舎内トイレ）

・市報「くまがや」11月号への掲載

・市ＨＰへの掲載

・熊谷駅正面口駅前広場デジタルサイネージにて
広報

・市職員にパープルリボンを配付
し、名札に貼付

https://www.city.kumagaya.lg.jp/
about/soshiki/shimin/danjokyodo
sankaku/oshirase/index.html

川口市 ・ＤＶ防止に関する啓発グッズや相談カードの配布

・「広報かわぐち」１１月号にパネル展の記事掲載

・市ＨＰに「女性に対する暴力をなくす運動」及び
パネル展について掲載

・かわぐち市民パートナーステーション男女共同参画コーナー（キュ
ポ・ラⅯ４階）でパネル・関連書籍の展示

・児童虐待防止月間と併せ、全職員
が啓発用缶バッｼﾞを装着

秩父市
・相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ等）

・庁内デジタルサイネージでポスターを表示

・市ＨＰへの掲載

所沢市
・相談啓発カードの配付（庁舎、各まちづくりセンター等）、相
談事業のポスター掲示（商業施設等）

・市HPでの啓発

・パープルリボンキャンペーン
　期間：11月21日～22日　場所：市役所1階市民ホール
　内容：パープルリボンキルト及びパープルリボンツリーの展示と、
         パープルリボン及び情報誌ＳＵＮ、相談啓発カード等の配布

・男女共同参画推進センターふらっとロビーにて、パープルリボンキ
ルト及びパープルリボンツリー展示、ＤＶ関係書籍の紹介と啓発ＤＶ
Ｄの上映、情報誌ＳＵＮや相談啓発カード等の啓発資料の配布

・こどもと福祉の未来館にて、パープルリボンツリーの展示、パープ
ルリボンや相談啓発カードの配布

・11月20日
パープルリボンコンサート
  会場：男女共同参画推進センターふらっと

・市職員にパープルリボン配布
内容：名札等に付けることで、職員
一丸となって女性に対する暴力根
絶の意思を訴える

http://www.city.tokorozawa.saita
ma.jp/shiseijoho/danjo/furatto/f
urattokoza/joseinitaisurubouryok
uwonakusu.html

飯能市

・市立図書館でポスター・リーフレットを掲示及び配架を行う

・市民活動センターでポスター・リーフレットを掲示及び配架
を行う

・広報はんのう11月号に掲載
・HPに関連イベントについて掲載

・パープルリボンキャンペーン
　日時：9月22日～令和5年3月22日
　場所：地区行政センター13施設、市内高校6校
　内容：女性への暴力防止を啓発するため、タペストリーにパープル
リボンシールに貼る

・映画上映会「スキャンダル」
　日時：10月22日   場所：市立図書館

・DV防止週間展
　期間：11月14日～11月29日
　場所：市民活動センター
　内容：高校生が撮影したパープルを基調とした写真の展示

加須市

・担当課窓口にミニコーナーを設置（相談カードやリーフレッ
トを配架しコバトンクラフトで装飾）

・市内の全図書館（加須図書館、騎西図書館、北川辺図書
館、童謡のふるさとおおとね図書館）でDV関連図書の展示
（ポスターやリーフレット等も活用）

・庁舎内女性トイレに啓発ポスターの掲示、相談窓口カード
等の配架

・市ＨＰ、市広報紙への掲載
・市役所本庁舎市民ギャラリーで開催（12月2日～26日）の人権啓発
展会場内にミニコーナーを設置（相談カードやリーフレットを配架）

・担当職員が名札にパープルリボン
バッジを貼付

・市内の全図書館で発行する貸出
票（レシート）へ、女性に対する暴力
根絶のためのシンボルマークとメッ
セージを掲載

・本庁舎１階において行政情報・広
告放映モニターによる啓発

https://www.city.kazo.lg.jp/soshik
i/jinken/kyoudou/18574.html

春日部市
・春日部市男女共同参画推進センター作成の女性相談のポ
スターをセンター内に掲示、チラシを配布

・春日部市男女共同参画推進センターＨＰ、フェイ
スブックへの掲載

・女性に対する暴力をなくす運動週間キャンペーン
  日時：11月25日10：00～11：30
　場所：春日部市男女共同参画推進センター　多目的ホール
　内容：男女共同参画ビデオ上映会「ゴーグル」

　期間：11月12日～25日
　場所：春日部市男女共同参画推進センター　ライブラリー
　内容：DV防止関連図書紹介コーナー設置

　期間：11月上旬
　場所：春日部市男女共同参画推進センター　敷地内
　内容：パープルの花いっぱい運動

・女性相談のポスター、チラシによ
る啓発

https://www.harmonykasukabe.jp

狭山市

・相談窓口カード、リーフレットの配布（男女共同参画セン
ター窓口、市民交流センター洗面所）

・狭山市駅、市公共施設に啓発ポスターを掲示

・市広報誌への掲載

・市ＨＰへの掲載

https://www.city.sayama.saitama.
jp/kurashi/jinken/danjo/index.ht
ml

鴻巣市 ・啓発チラシ入りマスクを作成、配布 ・市HP、市広報誌、Twitter、LINEへの掲載
https://www.city.kounosu.saitam
a.jp/kurashi/1/10/2/1605268959
396.html

深谷市

場所：本庁舎多目的ホール及び各総合支所
・相談窓口カードの配布
・深谷市女性の悩み相談のリーフレット配布
・立て看板設置,啓発品配布

・広報「ふかや」１１月号に掲載（Ｌフォルテ）

・深谷市イメージキャラクターによる啓発

・市HP及びTwitterへの掲載

・ＤＶパネル展「知っていますか？デートＤＶ」
・DVパネル展「性犯罪・性暴力を許さない」
  期間：11月12日～25日
  場所：キララ上柴（アリオ深谷３Ｆ）ロビー及び本庁舎多目的ホール

・パープルリボンツリー設置
　
・深谷市イメージキャラクターにパー
プルリボンをつける
  期間：11月12日～25日
  場所：本庁舎多目的ホール

上尾市 ・相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ、公共施設等） ・市ＨＰ、市広報誌への掲載

・ＤＶ予防セミナー「子ども虐待とDVへの統合した視点で考える」
　日時：11月22日　午前10時～12時（受付9時30分）
　場所：上尾市文化センター　小ホール
　講師：奥山　眞紀子　氏
         （社会福祉法人　子どもの虐待防止センター、小児精神科医）
　対象者：先着60名（市内在住・在勤・在学）
　申込方法：11月1日から電話予約
　担当課・問合せ先：上尾市男女共同参画推進センター
         　（048－778－5111）

その他取組 関連ＵＲＬ自治体

広報活動



ポスター、リーフレットの作成配布 広報キャンペーン等 イベント（シンポジウム、講演会等）の啓発活動

その他取組 関連ＵＲＬ自治体

広報活動

草加市 ・広報そうかへの掲載

・男女共同参画さわやかサロンでパネル展の実施
　期間：11月22日～12月3日

･DV防止啓発ミニコーナーの実施
　期間：10月28日～11月30日

越谷市

・市庁舎ロビー（11/17～25）男女共同参画支援センター内
（11/26～12/2）でパネルを展示

・相談啓発ポスターおよび相談窓口カードの設置・配架（市
内商業施設、鉄道駅、小中学校、大学等の女性用トイレ）

・市広報誌への掲載

・男女共同参画支援センターHPへの掲載

・ＤＶ防止啓発講座
  日時：11月26日14:00～16：00
  場所：越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」
  内容：ＤＶ防止啓発を目的として、講師：吉祥眞佐緒氏による市民
          向けの講座開催
　定員：30人※要申込

蕨市
・ＨＰにパープルリボンタペストリー及びパープルリ
ボン展を掲載

・女性への暴力をなくそう！パープルリボン展(予定)
  期間：11月11日～24日
  場所：蕨市役所（仮庁舎）
  内容：ＤＶ防止啓発パンフレットの配布、パープルリボンの配布など

・「ストップＤＶコバトンクラフト」と
「パープルリボンカード」を活用した
啓発

戸田市

・相談窓口カードの配付、設置（当課、関係機関窓口・館内
の各トイレ等）

・啓発ポスターの掲示（当課、関係機関の情報コーナー等）

・上戸田地域交流センターあいパルで男女共同参画リーフ
レットの作成、配布

・ＨＰ（当課、上戸田地域交流センターあいパル）

・上戸田地域交流センターあいパルによるミニコミ
誌への掲載、SNSでの広報

・男女共同参画相談窓口（要予約
第3月曜、年末年始除く）

http://www.city.iruma.saitama.jp/
shisetsu/shisetsu_kyoiku/101238
7/1013684/1013687.html

センターだより
http://www.city.iruma.saitama.jp/
shisetsu/shisetsu_kyoiku/101238
7/1012462/1012507.html

朝霞市
・啓発グッズ（ポスター、リーフレット等）設置（女性センター
等）

・市ＨＰ、市広報誌、Ｔｗｉｔｔｅｒ等への掲載・発信

・駅前電光掲示板、庁舎内告知スペースにて周知

・懸垂幕及び横断幕の掲示

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

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

新座市 ･啓発品（パープルリボンシール入りのティッシュ）配布

･コミュニティエフエム「７７５ライブリーエフエム」出
演

･広報にいざ１１月号特集記事掲載

･スマイルよみうり１１月号掲載

･SNS（twitter等）発信

･パープルリボンパネル展開催

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

･DV関連図書特設コーナー設置
https://www.city.niiza.lg.jp/so
shiki/23/dvbousi-
paneruten2022.html

桶川市
・庁内にてリーフレット設置

・庁内のカウンターに机上のぼり旗設置

・市ＨＰ，市広報誌への掲載

・庁内のデジタルサイネージ放映

・「女性に対する暴力をなくす週間」啓発
　期間：11月1日～30日
　場所：男女共同参画コーナー「アソシエ」（市庁舎2階）
　内容：DV、デートDVに関する啓発資料の掲示及び、リーフレットの
設置

・児童虐待防止月間と併せて「Wリボンメッセージボード」の作成を行
う
　期間：11月1日～30日
　場所：男女共同参画コーナー「アソシエ」
　内容：パープルやオレンジのリボン型のカードに、メッセージを書い
て
　　　　ボードいっぱいにする

・特設DV電話相談（期間限定）
（11/14～11/16）

久喜市 ・市HPへの掲載

・パネル展
　期間：10月4日～10月21日
　場所：市役所1階ロビー
　内容：性暴力・性被害防止パネル展、相談カード、リーフレット等の
配布

https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/
jinken_danjo/danjyo/stopdv.html

北本市 ・市ＨＰ、市広報誌への掲載

・パネル展
　期間：11月15日～21日
　場所：北本市文化センター
　内容：性犯罪・性暴力防止パネルの展示等

・パープルリボンキャンペーン
日時：11月14日～11月25日
場所：市役所、市と包括連携協定を
締結している埼玉りそな銀行（北本
支店）、武蔵野銀行（北本支店）、埼
玉縣信用金庫（北本支店）、ゆうちょ
銀行（北本支店）、及びその他応募
のあった市内事業所
内容：職員の名札にパープルリボン
を貼付してもらう

https://www.city.kitamoto.lg.jp/s
oshiki/somu/jinken/gyomu/danzy
o/dvboushi/12967.html

八潮市
・庁内職員掲示板に記事を掲載

・駅前施設壁面にポスター等を掲示
・市ＨＰ、市広報誌への掲載

https://www.city.yashio.lg.jp/shis
ei/jinken_danjo/index.html

富士見市 ・相談窓口カードの設置

・市HP、市広報誌への掲載

・都市宣言塔電光掲示板への掲載
　（11月12日～25日）

・市役所内コミュニティビジョンへの掲載
　（11月1日～30日）

･市立図書館内に関連書籍コーナー設置
　期間：11月12日～25日

三郷市 ・相談窓口カードの配付、設置（庁舎内女子トイレ2箇所、三
郷中央におどりプラザ、ららほっとみさと）

・市ＨＰ、市広報誌への掲載

・懸垂幕の掲示（庁舎敷地内の懸垂タワー）

・横断幕の掲示（新三郷駅前ペデストリアンデッ
キ）

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

・庁内（市役所1階市民ギャラリー）でパネルを展示

・市内図書館で関連図書の展示

https://www.city.misato.lg.jp/jink
en/

坂戸市
・女性相談カードの配布、設置（公共施設、庁舎内トイレ、病
院、コンビニ、薬局、郵便局、スーパー）

・広報さかど１１月号に女性に対する暴力をなくす
運動の記事、相談窓口を掲載

・市ＨＰに女性に対する暴力をなくす運動の情報
を掲載

・メッセージボード搭載型自動販売機へ掲載

・Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＬＩＮＥに掲載

・市DV等相談業務関連課職員に
パープルリボンを配布し、名札に貼
付

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

鶴ヶ島市
・相談窓口カードの設置（市役所女性用トイレ、女性センター
館内・女性用トイレ）

・市ＨＰ、市広報誌への掲載

・庁内でパネルを展示

・女性センターでパープルリボンの参加型展示（来館者がリボンを台
紙に貼る展示）

・女性センターで関連図書の展示

https://www.city.tsurugashima.lg.j
p/page/page005657.html

日高市 ・相談窓口カードの配付、設置（庁舎内・公共施設内トイレ、
銀行窓口等）

・市広報紙「広報ひだか」11月1日号に「女性に対
する暴力をなくす運動週間」として啓発記事掲載

https://www.city.hidaka.lg.jp/sos
hiki/somu/somu/jinkensuishinshi
minkatudou/sodan/1224.html

入間市
・DV防止啓発カードの配付、設置（庁内関係課、商業施設
等）

・市ＨＰ、男女共同参画推進センターＨＰ、市広報
11月号、男女共同参画推進センターだより11月号
に掲載

・パープルリボン・オレンジリボンに関する啓発物の展示、資料の配
付
　期間：11月15日～22日
　場所：入間市市民活動センター１階ホール

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/23/dvbousi-paneruten2022.html
https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/23/dvbousi-paneruten2022.html
https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/23/dvbousi-paneruten2022.html
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ふじみ野市

・市報11月号にＤＶに関する記事（1ページ分）を
掲載

・市ＨＰにパネル展と図書展示のお知らせを掲載

・「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展
  期間：11月2日～11月30日
  場所：イオンタウンふじみ野1階通路
  展示内容：プライベートゾーン　それなあに？　ほか

・「女性に対する暴力をなくす運動」図書展示
  期間：11月1日～11月27日
  場所：上福岡図書館及び大井図書館

https://www.city.fujimino.saitama.
jp/soshikiichiran/shiminsogosoda
nshitsu/shiminsodan_jinkensuishin
gakari/danzyokyoudousankakusui
sin/7967.html

白岡市

・「広報しらおか」11月号・市HP・市Ｔｗｉｔｔｅｒ
　DV防止パネル展　掲載

・「広報しらおか」11月号
　DVに関する記事・相談窓口一覧　掲載

・「広報しらおか」1月号、市HP、市Ｔｗｉｔｔｅｒ
　パープルリボンキャンペーン　掲載

・DV防止パネル展 「わたしたちは性犯罪・性暴力を許さない」
   期間：11月15日～22日
   場所：白岡市役所１階市民ラウンジ

伊奈町

・相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ、図書館他）

・パープルリボンの配布

・ポスター掲示

・町HPへの掲載
・担当職員等が名札にパープルリ
ボンを貼付

三芳町 ・相談窓口カードの配付、設置（庁舎、町施設） ・町ＨＰへの掲載

毛呂山町
・啓発リーフレットの配架

・啓発ポスターの掲示
・町ＨＰ、町広報誌への掲載

・担当職員のパープルリボン着用

・パープルリボンを身につけた町マ
スコットキャラクター「もろ丸くん」ぬ
いぐるみを各課窓口に設置

https://www.town.moroyama.sait
ama.jp/soshikikarasagasu/somuk
a/jichisinkou/danjokyoudousanka
ku/2233.html

嵐山町 ・町広報誌への掲載

小川町
・庁舎内掲示板でのポスター掲示

・窓口でのリーフレット配布
・町Twitterでの周知

川島町
・ポスターの掲示、チラシの配布

・相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ等）

・町ＨＰ、町広報誌への掲載

・町の情報を発信するメールにて周知

・ＤＶ等男女共同参画関連図書の展示
　期間：11月1日～30日
　場所：川島町立図書館

・パープルリボンツリーの作成・展
示
　期間：11月12日～25日
　場所：川島町役場

https://www.town.kawajima.saita
ma.jp/6196.htm

鳩山町
･広報はとやま11月号に啓発記事及び相談先を
掲載

長瀞町 ・役場庁舎窓口に相談カードを設置
・担当職員が名札にパープルリボン
を貼付

上里町
・相談窓カードを配布、設置。

・男女共同参画推進センターでパネルを展示
・11月1日より所管課職員等による
Wリボン着用

寄居町
・町公式Twitterへの掲載

・懸垂幕の掲示
・庁内でパネルを展示

宮代町 ・相談窓口カード等の配布
・町HP,町広報誌への掲載

・町公式Ｔｗｉｔｔｅｒにてお知らせ

・パネル展
　期間：11月11日～25日
　場所：庁舎１階ロビー（予定）
　内容：性犯罪・性暴力をなくそう

http://202.247.96.36/kanri/seisa
ku/web_confirm/contents_detail.p
hp?frmId=17597

杉戸町

・女性相談窓口案内カードの配付、設置（庁舎内トイレ等、
町内の民間施設、ドラッグストア等の商業施設等）

・町内のイベント（11/6実施）において、女性相談窓口案内
カード等を配布

・町立図書館において、DV・暴力・性暴力に関する図書の特設コー
ナーを設置し特集展示
　期間：11月1日～30日（休館日を除く）

・女性相談案内チラシ、各種相談カード、関係機関の相談窓口案内
チラシ等の設置等

松伏町 ・女性相談カードの設置（公共施設等女性トイレ） ・町広報誌への掲載


