R2
市町村名

課名、センター名等

男女共同参画推進課

北九州市
北九州市立男女共同参画センター・
ムーブ

こども未来局こども家庭課

福岡市

福岡市男女共同参画推進センター

大牟田市

大牟田市男女共同参画センター

実施内容

実施内容が掲載されているホームページのURL

○内閣府作成のポスター掲示
○街頭啓発キャンペーン
（JR小倉駅周辺）
○ＤＶ・デートＤＶ予防啓発広告（新聞等）

-

○内閣府作成のポスター掲示
○男女共同参画センター「ムーブ」にて 女性に対する暴力防止のパネル展示
○女性への暴力ゼロ！ホットライン及び特別講座のチラシ作成・配布
○街頭啓発キャンペーン
（JR小倉駅周辺 啓発物品配布）
○女性への暴力ゼロ！ホットライン及び特別講座のホームページ、Facebookでの広報
○女性への暴力ゼロ！ホットラインのラジオ番組での広報
○女性への暴力ゼロ運動特別講座
11月10日（火）14:00～16:00
講師：東 敦子 弁護士
テーマ：見えない暴力に気づいていますか？（モラハラについての講話）
○女性への暴力ゼロ！ホットライン
11月18日（水）10:00～17:00
弁護士等による電話相談
○パープルライトアップ（11月12～25日）

-

○市庁舎デジタルサイネージにてＤＶ相談窓口の広報
○ＤＶ防止講演会開催
日時：令和２年11月30日（月） 14時～16時
講師：倉富 史枝（ＮＰＯ法人福岡ジェンダー研究所）
会場：福岡市健康づくりサポートセンター・あいれふホール
テーマ：ＤＶと児童虐待～コロナ禍の家庭で起きる暴力を考える～

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/kkatei/charm/DVkouenkai.html

○女性の人生サポート講座
日時：令和２年11月21日（土）13：30～15：30
テーマ：ＤＶ・ストーカー・性暴力
～異性間に限らず起こりえる問題～
講師：郷田 真樹氏（女性協同法律事務所弁護士）

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/jigyosuishin
/life/amikas/woman-support.html

○広報おおむた11月1日号 啓発記事掲載
○パープルリボンツリー設置
・市役所本庁舎玄関ロビー
・中央地区公民館１階ロビー

https://www.city.omuta.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx
?c_id=5&type=top&id=10690

R2
市町村名

課名、センター名等

男女平等政策課

久留米市

実施内容

実施内容が掲載されているホームページのURL

■オレンジ＆パープルツリー設置及びライトアップ
①場所：久留米シティプラザ
期間：10月27日（火）～11月9日（月） 17：00～22：30
②場所：えーるピア久留米
期間：11月10日（火）～12月初旬頃まで 9：30～21：30
■パープルライトアップ
場所：久留米シティプラザ
期間：10月27日（火）～11月9日（火） 17：00～22：30
■パープルツリー設置
場所：①市内大学（4校）②工業高等専門学校（1校）③市立高校（3校） ④西鉄久留米駅
期間：11月4日～11月26日頃まで（予定）
■啓発グッズ「しおり」の配布
配布場所：市立図書館（4館＋2図書コーナー）
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2
上記オレンジ＆パープルツリー及びパープルツリー設置場所
100jinken/3018danjokeihatsu/purple■オレンジ＆パープルツリーの市民向け配布及び市職員の着用
campaign.html
配布場所：上記オレンジ＆パープルツリー及びパープルツリー設置場所
■久留米市庁舎内展示スペースにてDV・性暴力防止の啓発パネル展を実施
■「女性に対する暴力をなくす運動」に係る啓発の懸垂幕、のぼり旗、ポスター、公用車ボディパネルの
掲示を実施
場所：本庁舎、各総合支所、各市民センター
期間：11月11日（水）～11月26日（木）
■西鉄久留米駅に懸垂幕を掲出
期間：11月12日（木）～11月25日（水）
■市庁舎内、市民課前の市民向け広報モニターにて「女性に対する暴力をなくす運動」啓発記事を放映
期間：11月16日（日）～11月30日（月）まで

○講演会 弁護士から見たDVの実態～女性に対する暴力をなくすために～
日時 11月14日（土）14時から16時
会場 えーるピア久留米 視聴覚ホール
講師 原田 直子(女性協同法律事務所所長)

男女平等推進センター

○子どもに伝える体と性のはなし
日時 11月21日（土）10時から12時
会場 久留米市男女平等推進センター 210・211研修室
子どもの体と性について、子どもにどのように伝えるかを模擬授業を通じて学び考える。
○理論と実践ワーク 女性のための護身術
日時 11月21日（土）14時00分から16時00分
会場 ダンススタジオ（えーるピア久留米3階）
性暴力から自分を守るための護身術を学ぶ。

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/207
0jinken/3025danjoevent/index.html

R2
市町村名

直方市

課名、センター名等

直方市男女共同参画センター
（文化・スポーツ推進課）

男女共同参画推進課

飯塚市
飯塚市男女共同参画推進センター
サンクス

田川市

八女市

人権・同和対策課

実施内容

実施内容が掲載されているホームページのURL

【直方市】
○市の広報誌１１月号に特集記事「女性に対する暴力をなくす運動」を掲載
【直方市役所】
○庁舎1階 案内付近にパープルリボンツリーを設置
○来庁者にリボンをつけてもらう。
○11/12～11/20まで
【直方市男女共同参画センター】
○館内にパープルリボンツリーを設置（11/24～11/28まで）
○ＤＶに関する講演会を開催
日時：11月28日（土） 15時～16時
講師：岩田祐子さん(弁護士）
会場：直方市中央公民館 1階 大会議室

http://www.city.nogata.fukuoka.jp

○広報いいづか11月号（市報）に「女性に対する暴力をなくす運動」特集記事掲載
○市のホームページに「女性に対する暴力をなくす運動」を掲載
○庁舎内にパープルリボンをつけたツリーを設置

https://www.city.iizuka.lg.jp/danjyo/undoukikan.ht
ml

○「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせ、公共施設等市内28ヶ所にDV防止に関するパネル等を
掲示
○県実施の「DV防止街頭啓発キャンペーン」への参加(11/12)
○ＤＶ防止啓発講演会開催
日時：11月21日（土） 10時30分～12時
講師：倉富 史枝 さん（NPO法人ジェンダー研究所理事）
会場：イイヅカコミュニティセンター学習室401

https://www.city.iizuka.lg.jp/sunkusu/kurashi/danj
o/jigyo/2nen/dvbousikouennkai.html

○市の広報紙（11/1号）やホームページに掲載
〈内容〉
・女性相談窓口の周知
・女性に対する暴力をなくす運動の紹介 など
○市立図書館に特設コーナー設置（11/12～11/25）
〈内容〉
・関連書籍の紹介
・内閣府作成のポスター及びリーフレットの掲示
・女性相談窓口の紹介（相談窓口カードの設置、相談窓口紹介文掲示）
・女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンの紹介
（説明文掲示、パープルリボンツリー設置）
○市役所1階に特設コーナーを設置（11/11～11/26）
〈内容〉
・内閣府作成のポスター及びリーフレットの掲示
・女性相談窓口の紹介（相談窓口カードの設置、相談窓口紹介文掲示）
・女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンの紹介
（説明文掲示）
○センター内にパープルリボンミニツリー設置

https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0037112/in
dex.html

人権・同和政策・男女共同参画推進課 ○「広報八女」１１月１日号に特集記事「性暴力を、なくそう」を掲載

http://www.city.yame.fukuoka.jp/topics/14701869
60521.html

R2
市町村名

課名、センター名等

実施内容

筑後市

男女共同参画推進室

○11月号広報紙に啓発記事を掲載
○筑後市中央公民館（サンコア）内にDV防止に関する啓発関係をパネル展示
○市内の医療機関、施設、学校、スーパー等に当市作成のDV防止カードの設置について依頼し、承諾
を受けたらカードの配布を実施。

大川市

子ども未来課

行橋市

人権政策課

豊前市

実施内容が掲載されているホームページのURL

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

○市の広報紙１１月１日号に特集記事「女性に対する暴力をなくす運動」を掲載

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

○「女性に対する暴力をなくす運動」街頭啓発キャンペーン
日時：令和２年１１月１２日
場所：市内商業施設敷地内（コスタ行橋・ハローデイコスタ行橋店前）

-

人権男女共同参画室

○「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に豊前市のホームページに関連する相談窓口を掲載。
○豊前市立図書館にて「男女共同参画の窓」と題し、ＤＶ・虐待関係等、男女共同参画に関する書籍を
集めたブースを設営予定。期間は１２月末までを予定。

http://www.city.buzen.lg.jp/jinken/sankaku/no_viol
ence_act.html

中間市

人権男女共同参画課

○市の広報誌１１月号に「女性に対する暴力をなくす運動」を掲載・ホームページ

www.city.nakama.lg.jp/

小郡市

総務広報課

○広報11月1日号で「女性に対する暴力をなくす運動」を掲載
○市HPに啓発記事を掲載予定

https://www.city.ogori.fukuoka.jp/204/1124/2-1

人権政策・男女共同参画課
筑紫野市

筑紫野市民図書館

春日市

春日市男女共同参画センター
（人権男女共同参画課）

人権男女共同参画課

○DV防止セミナー開催
日時：11月18日（水）10時～12時
講師：河浦 龍生さん
会場：筑紫野市生涯学習センター３階 視聴覚室
○市役所1階のモニターにて「女性に対する暴力をなくす運動」について掲載
○市ホームページへの啓発記事掲載

https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soumubu/
danjokyodosankakusuisinka/stock/reiwa2nendo/R1DVboushi
semina.html

○DVに関する本の特設コーナーを設置
○市報１１月１日号にデートＤＶ防止啓発記事を掲載
○「親子のためのアサーティブコミュニケーション講座」を開催
日時：１１月２８日（土）午後１時～３時
講師：重永 侑紀さん（にじいろグループ代表）
会場：春日市男女共同参画センターじょなさん（春日市光町1-73）
○センター前掲示版にパープルリボン等ＤＶに関わる特集を掲示
○センターFacebook公式アカウント上で、DV防止に係る啓発記事を投稿（１１月２日）
○コミュニティバス内広告掲示（１１月１日～１１月３０日）
○市広報11月１日号「女性に対する暴力をなくす運動」について掲載
○講演会「こんな時だからこそ、『ＤＶ』について考えよう」
日時：10月4日（日）14：00～15：30
講師：石本宗子さん（社会福祉士、国立女性教育会館 講師）
会場：大野城市東コミュニティセンター

○市ウェブサイト
http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/
○春日市男女共同参画センターじょなさん
Facebook
https://m.facebook.com/jyonasan.kasuga/

www.city.onojo.fukuoka.jp
http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s009/020/010/0
50/20190904153944.html

R2
市町村名

課名、センター名等

大野城市
公益財団法人大野城まどかぴあ
男女平等推進センターアスカーラ

男女共同参画推進課

宗像市
男女共同参画推進センター「ゆい」

人権政策課
太宰府市
太宰府市男女共同参画
推進センタールミナス

古賀市

男女共同参画・多様性推進係

福津市

男女共同参画推進室

実施内容
○講演会「それってDV！？～新しい生活様式で見えてきたもの～」
日時：11月14日（土）13：30～15：30
講師：甲木京子さん（久留米市男女平等政策審議会 副会長）
会場：大野城まどかぴあ小ホール（２階）
○啓発展示
期間：11月5日（木）～11月30日（月）
内容：巨大パープルリボン装飾、パープルリボンツリー、パネル展示
会場：大野城まどかぴあ ギャラリーモール（1階）、情報交流ひろば（3階）、アスカーラギャラリー（3階）
○福岡県主催 街頭啓発キャンペーンへの参加
日時：11月12日（木）8：30～9：00
場所：西鉄福岡（天神）駅周辺
○まどかぴあ情報誌「アテナ」９月号に講演会、11月号に「女性に対する暴力をなくす運動」について掲
載
○男女平等推進センターアスカーラ情報誌「すてっぷ」11月号に「女性に対する暴力をなくす運動」につ
いて掲載
○市実施相談窓口の周知チラシを市内全戸回覧
○市広報紙（10月15日号）でDVに関する特集記事の掲載

実施内容が掲載されているホームページのURL

http://www.madokapia.or.jp/news/detail/1581
http://www.madokapia.or.jp/danjo_byodo/event_de
tail/387
http://www.madokapia.or.jp/athenas
http://www.madokapia.or.jp/danjo_byodo/step

https://www.city.munakata.lg.jp/w016/050/010/0
10/030/20201007133242.html
https://www.city.munakata.lg.jp/w001/050/050/1
380/20200930121651.html

○女性に対する暴力をなくす運動期間主催講座
「これってDV!?～身近で起きているDVに気づくために～」
日時：11月18日（水）10時～12時
講師：黒瀬 まり子 さん （臨床心理士）
会場：メイトム宗像結工房
○メイトム宗像内、情報コーナーにパープルリボンを結んだツリーを展示
○女性に対する暴力に関する相談チラシの作成・配付（講座参加者への配布、公共施設での配架）
○パープル色の書棚を作成し、ブックフェア（女性に対する暴力に関する書籍の展示、貸出）を行う

https://www.city.munakata.lg.jp/w020/010/030/0
30/180/030/20190523121622.html

○市の広報誌11月号にDV相談の記事を掲載。
○市役所市民ギャラリーにてパネル展を実施。

-

○男女共同参画セミナー 「DV被害者への理解と支援」を実施
日時：11月14日（土） 10時～12時
講師：石本宗子（社会福祉士）
○パープルリボンツリー他、DVに関する啓発物（ポスター等）の展示

https://dazaifu-ruminas.jp/event/archives/217

○市の広報誌11月号に「女性の人権ホットライン」相談先の掲載

https://www.city.koga.fukuoka.jp/phpdata/koho/f
820b1910cabe8bc463abef2587b1227.pdf

○市の広報誌１０月１日号で「性犯罪・性暴力」など暴力の根絶に向けた啓発記事を掲載
○啓発グッズ（性犯罪・性暴力被害相談のための啓発カード）を窓口に設置

https://www.city.fukutsu.lg.jp/shisei/koho/koho_fu
kutsu/koho2020/6394.html

R2
市町村名

課名、センター名等

嘉麻市

実施内容が掲載されているホームページのURL

男女共同参画推進室

○ＤＶ防止講演会
開 催 日 : 令和２年１１月１８日(水) １９：３０～２１：００
開催内容 : ＤＶ防止講演会 演題 「DV問題と子どもへの影響～居場所のない子どもたち～」
講師 石本 宗子(社会福祉士)
開催場所 : るり色ふるさと館 ホール
○市の広報誌(11月1日号)に女性に対する暴力をなくす運動期間について掲載
○市役所庁舎等にのぼり旗を設置

http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/

男女共同参画センター

○女性に対する暴力をなくす運動期間にあわせて11月に市立図書館内に特集コーナーを設置

http://ukiha-danjyo-dandan.com

うきは市

宮若市

実施内容

保護人権課

男女共同参画推進課

総合政策課
朝倉市
男女共同参画センター

○４月号「一人で悩まず相談をＤＶ相談窓口を開設しています」を「４月はAV出演強要・『JKビジネス』等
被害防止月間です」と一緒に1ページで特集
https://www.city.miyawaka.lg.jp/list00158.html
○１１月号の人権週間の特集で人権に関する電話相談先の紹介で「女性の人権ホットライン」について
も紹介
○市広報誌１１月号において「女性に対する暴力をなくす運動」にちなんだ特集記事を記載
○当該啓発週間において、「女性に対する暴力をなくす運動」に関するポスター等を作成し、市内の各公
共施設に配置
○当該啓発週間において、「女性に対する暴力をなくす運動」に関する図書館の展示コーナーに関連図
www.city.kama.lg.j
書を配置
○当該啓発週間において、各課の窓口職員にパープルリボンを着用して啓発に努める
○当該啓発週間において、市立美術館の展示会場においてDV防止啓発のためのパープルのライトアッ
プ実施する予定
○市の広報誌（11月1日号）に「女性に対する暴力をなくす運動」を掲載
○市のホームページに「女性に対する暴力をなくす運動」を掲載
○人権啓発情報誌あまりん11月号に啓発記事を掲載

http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1445
219733565/index.html

○館内に啓発情報を展示

-

○市の広報誌１１月１日号に特集記事「女性に対する暴力をなくす運動」を掲載
○糸島市男女共同参画センター館内にDV防止関係の展示
○市内ＪＲ駅及び公共施設等にてポスター・啓発物品の設置
○モラハラ防止動画公開（１１月１２日から）
○ダブルリボン（パープル・オレンジ）いとゴン設置

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

糸島市

人権・男女共同参画推進課

那珂川市

人権政策課

○広報なかがわ１１月号に特集記事「女性に対する暴力をなくす運動」を掲載
○那珂川市男女共同参画推進センター館内にパープルリボンツリーを設置
○人権政策課窓口にパープルリボン（小型）を設置

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

宇美町

まちづくり課

○宇美町広報に「女性に対する暴力をなくす運動」の記事を掲載

-

篠栗町

福祉課

○相談窓口について広報に掲載
○女性トイレ、男性トイレにDV防止・相談機関のカードの設置
○担当窓口にＤＶ防止・相談機関のカードや作製リボンの配架

-

R2
市町村名

課名、センター名等

実施内容

実施内容が掲載されているホームページのURL

○広報、ホームページの掲載
○庁舎内に啓発チラシの配架、ポスター掲示
○役場周辺施設に啓発のぼり旗の設置
○担当課職員パープルリボンの着用
○あすばる男女共同参画フォーラム 視聴会場
令和2年11月28日（土） 13時～15時
生涯学習1号館 マルティメディア室

http://ｗｗ
ｗ.town.shime.lg.jp/soshiki/21/2020jyoseiundou.ht
ml

志免町

まちの魅力推進課

須恵町

健康福祉課

○ポスターの掲示、パンフレットの配布

-

久山町

福祉課

○ポスターの掲示、パンフレットの配布

-

芦屋町

福祉課
障がい者・生活支援係

水巻町

地域づくり課

遠賀町

○町ホームページに町の相談窓口の案内のほか、「女性に対する暴力」に係る各種機関の相談窓口を
掲載
http://www.town.ashiya.lg.jp/soshiki/16/2439.html
○ⅮVに関する相談窓口を記したカードを役場女子トイレの他、福祉課、町内３公民館、町民会館に設
置
○町発行広報誌（11月10日号）に「＃８００８」に関する記事を掲載
○町発行広報誌（11月25日号）に「女性に対する暴力をなくす運動」記事を掲載予定
○町玄関ロビーにて啓発用DVDを放映し、パンフレット等を設置
○町内の商業施設等に啓発物資を配布し、周知を依頼予定

-

福祉課

○広報おんが11月10日号にDV特集記事掲載
○町立図書館にてDVパネル展開催(11月12日～11月25日)

http://www.town.onga.lg.jp/

企画課

○町広報誌11月号に「女性に対する暴力をなくす運動」期間について、DV相談窓口の記事を掲載
○ホームページ掲載
○ポスター、相談窓口等掲示

筑前町
男女共同参画センター

http://www.town.chikuzen.fukuoka.jp

○ポスター、相談窓口等掲示

東峰村

住民税務課

○村の広報誌11月号のお知らせ記事に「女性に対する暴力をなくす運動」を掲載

http://vill.toho-info.com

大刀洗町

健康課健康支援係

○ＤＶ防止、ＤＶ相談のチラシカードを役場の窓口及び公共施設内のトイレに設置

-

大木町

企画課

○町のホームページに「女性に対する暴力をなくす運動」に関する記事を掲載

http://www.town.ooki.lg.jp/kurashi/7/danjokyoudo
u/3407.html

香春町

総務課

○女性に対する暴力をなくす運動週間にあわせて１１月の広報誌に掲載

http://www.town.kawara.fukuoka.jp

川崎町

人権推進課

○女性の人権ホットラインなどの情報を随時、広報誌に掲載

https://www.town-kawasaki.com/kouhou

R2
市町村名

課名、センター名等

大任町

総務企画財政課

赤村

総務課企画調整係

福智町

総務課

みやこ町

総務課
人権男女共同参画室

吉冨町

子育て健康課

上毛町

住民課

男女共同参画推進課
福岡県

福岡県男女共同参画センター
あすばる

実施内容

実施内容が掲載されているホームページのURL

○相談窓口の広報、チラシの配架等

http://www.town.oto.fukuoka.jp/info/prev.asp?fol_i
d=2990
http://www.town.oto.fukuoka.jp/info/prev.asp?fol_i
d=2906

○啓発用チラシ、パンフレットなどを窓口へ設置し、来庁された方々への周知を実施

-

○町ホームページに暴力防止に向けた啓発、相談窓口についてのページを掲載

http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/soumu/jinji/
203.html

○町のホームページの新着情報に掲載
○公共施設にポスターの掲示、リーフレットの設置

http://www.town.miyako.lg.jp/soumu/jinken/event
/gannnennjosei.html

○啓発用リーフレットやグッズを役場窓口、保健センター、子育て支援センターに設置
○啓発ポスターを関係施設に掲示

-

○町のホームページに「DV被害についての相談窓口」を掲載

https://www.town.koge.lg.jp/soshiki/chocho/6/1_
1/5/296.html

〇ＷＥＢ広告
ＹＤＡ（Yahoo!広告 ディスプレイ）及びＬＩＮＥ広告への掲載
〇フリーペーパーへの広告掲載
〇街頭啓発キャンペーンの実施
日時：11月12日・１3日
場所：県内４か所（西鉄福岡（天神）駅周辺等）

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/boryokunakusu.html

○あすばる男女共同参画フォーラムにおいて、クロバープラザのパープル・ライトアップを実施
https://www.asubaru.or.jp/122830.html
（点灯日時：11月12日（木）～30日（月）17:00～21:00)
○あすばるホームページにおいて、DV防止メッセージを募集し、メッセージカードをホワイトツリーにパー
https://www.asubaru.or.jp/122742.html
プルリボンとともに装飾。（期間：令和2年11月4日～25日（水））

