令和３年度 「女性に対する暴力をなくす運動」 予定行事

広報活動
その他取組
関連ＵＲＬ
ポスター、リーフレット
イベント（シンポジウム、
ラジオ、インターネット等のメディアを
利用した広報キャンペーン等
の作成配布
講演会等）の啓発活動
●女性センター、庁舎でポスターを ●県デジタルサイネージでの啓発 ●女性への暴力防止に関するセミ ●なら女性活躍推進倶楽部会員企 https://www.pref
掲示
日時：11月12日～11月25日
ナー開催
業に対し、企業が自主的に社員の .nara.jp/33085.ht
パープルリボンバッジ着用、ポス m
●県庁屋上ギャラリーにてパネル展 場所：県内4箇所で放映
ター掲示等を実施するよう働きかけ
奈良県 示（11/17～11/19）
●相談窓口カードの配布、設置

市町村名

●相談窓口カード・リーフレットの配 ●市の広報紙「しみんだより」及び
付、設置（本庁連絡通路展示スペー HPへの掲載
ス、本庁舎内トイレ）
●ＨＰにて市民向けのＤＶ防止啓発
動画を公開（通年）
奈良市
●本庁舎広告モニターでの啓発
●庁舎内でパネルを展示。啓発
ティッシュ、パープルリボンを配布。 ●市広報誌への掲載
大和高田 ●ポスターを掲示、リーフレッをト配
市 布、設置（庁舎内、公共施設）
●DV相談ナビカードの設置（庁舎内
トイレ、関係機関等）
●庁舎受付・課窓口にパープルリボ ●１１／１号広報「つながり」へ掲載
ン設置
●市HPへ掲載
（１１／１２～１１／２５）
●市庁舎正面玄関に、啓発ポス
ター展示
（１１／１２～１１／２５）
●市庁舎正面玄関のデジタルサイ
大和郡山
ネージに掲示
市
（１１／１２～１１／２５）
●市庁舎正面玄関に、懸垂幕設置
（１１／１２～１１／２５）

●「児童虐待防止推進月間」と「女
性に対する暴力をなくす運動」の期
間中に、市役所内での合同啓発パ
ネル展示を実施

●パープルライトアップ
日時：11月20日18:00～
場所：大和郡山市郡山城天守台
内容：女性への暴力防止キャン
ペーン

●天理駅南団体待合所（11/11～ ●市HP、市広報紙(11月号）への掲
11/17）にてパネル展示
載
●市庁舎、市民活動交流プラザに
天理市 ポスターの掲示。
⬤パープルリボンの配布
●これからの家族、夫婦・親子関係
をどう育てるか
～あなたにとってのしあわせっ
て？～
日時①2021年11月14日（日） 10:00
～12:00
男女で違うしあわせのカタチ ～理
想のパートナーの条件は？～
②2021年11月23日（火） 10:00～
12:00
こどもは親を見て育つ ～DVをして
しまったら～
③2021年11月28日（日） 10:00～
12:00
ふたりで見つける幸せのかたち ～
相手を大切にするってことは～
場所：かしはらナビプラザ４階 ゆめ
おーく（男女共同参画広場）

●庁舎内にてポスターを掲示
●啓発ウエットティッシュ、パープル
リボンを設置（人権政策課窓口、か
しはらナビプラザ４階 ゆめおーく
（男女共同参画広場）受付）
橿原市

●パープルリボン（相談機関掲載の ●市広報紙「わかざくら」へ掲載
ミニカード入り）の配布
●市ＨＰへの掲載
●ウエットティッシュ（相談機関掲 ●市役所、桜井駅にのぼり設置
載）の配布
閣府作成のポ
桜井市 ●市内公共施設に内
スター、リーフレット、相談窓口カー
ドの設置

五條市

●ポスターの掲示

●市本庁舎に「女性に対する暴力
防止に関する」一言メッセージの掲
示
●市図書館に「デートＤＶ」に関する
パネル展示

●ラジオでの広報

●内閣府作成ポスター、リーフレット ●市HP、市広報紙(11月号）への掲
を市役所等公共施設・関係各施設 載
御所市 に掲示、配布
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http://www.city.t
enri.nara.jp/kaku
ka/shichoukoush
itsu/siminsoukat
uyakusuisinka/jo
useibouryoku/ind
ex.html
http://www.kashi
haranaviplaza.com/ky
oudou/2021/10/
post-80.html

https://www.city
.sakurai.lg.jp/sosi
ki/shiminseikats
u/jinkensesakuk
a/danjokyodosan
kaku/160488161
5875.html

広報活動
ポスター、リーフレット
イベント（シンポジウム、
ラジオ、インターネット等のメディアを
利用した広報キャンペーン等
の作成配布
講演会等）の啓発活動
●パネル展示
●市広報誌「いこまち」への掲載 ●ＤＶ防止講座
●パープルリボン、ミニカード、リー ●市ＨＰによる広報
「デートＤＶってなに？」
フレット配布
日時：11月18日 10:00～11:30
生駒市 ●内閣府作成ポスター掲示

市町村名

●リーフレット、相談窓口カードの配 ●市広報紙（11月号）、市ＨＰへの
布、設置（公共施設）
掲載
香芝市 ●ポスターの掲示（公共施設）
●パネル展（児童虐待含む）
●市広報誌での広報（運動期間の
日時：１１月１２日～１１月２５日 周知）
場所：市役所新庄庁舎
●啓発物品を配布（相談先記載含
）
葛城市 む●相談窓口カード、リーフレットの配
付、設置（庁舎等市施設）
●市役所及び公共施設等に掲示 ●うだチャンにて放送
設置
●広報誌に掲載
●幟設置（市役所前公園）
宇陀市
山添村

平群町

●期間中パープルリボンバッジを部
長級は着用

●庁舎内でポスター掲示
●ポスター、リーフレットの設置
（庁舎内及び関係機関等）

●町ＨＰ掲載

●ＤＶ相談ナビのカードを人権施策 ●町広報に「女性の人権ホットライ
課窓口・こども健康課・こども未来 ン」強化週間の内容を掲載
課・図書館・社会福祉協議会に設置
●内閣府男女共同参画局の「性暴
そう」をテーマとしたリーフ
三郷町 力を、なく
レットの人権施策課窓口付近への
掲示

斑鳩町
安堵町
川西町
三宅町
田原本町

その他取組
関連ＵＲＬ
●特選図書コーナー設置
https://www.city
期間：11月12日～11月25日
.ikoma.lg.jp/0000
場所：図書館（本館・北分館・南分 023590.html
館・生駒駅前図書室・鹿ノ台図書
室）
パープルリボン等の啓発物品も設
置
●女性法律相談（11/25）
http://www.city.
kashiba.lg.jp/kura
shi/0000010291.
html
●シトラスリボンツリー展示
●市内医療機関に啓発物品を配布
設置（相談先を記載）
●パープルオレンジリボンバッジを
職員は通年着用

●相談窓口カードの設置

●人権施策課窓口における常時相
談受付

●町広報紙への掲載

●DVに関するパネル展示（11/12～
11/25）

●相談窓口カードの設置（庁舎内ト
イレ）
●庁舎内でポスターの掲示、リーフ
レットの設置
●庁舎内でポスター掲示
●庁舎内でのポスター掲示

●庁舎、ふれあいセンター等ポス
ターを掲示及びリーフレット、カード
曽爾村 の設置・配布
●内閣府作成のポスター掲示およ
びリーフレットの設置（庁舎・村内施
御杖村 設等）
●ＤＶ相談ナビカードの設置（庁舎・
村内施設等）
●庁舎等に啓発ポスターを掲示
●庁舎窓口にリーフレットを設置
高取町
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市町村名

ポスター、リーフレット
の作成配布
●相談窓口カード
・DV相談ナビ#8008（はれれば）
の設置
R3女性に対する暴力をなくす運
明日香村 ●
動ポスターの設置

広報活動

イベント（シンポジウム、
講演会等）の啓発活動

ラジオ、インターネット等のメディアを
利用した広報キャンペーン等

その他取組

●役場窓口での内閣府発行のDV ●全国一斉「女性の人権ホットライ
相談ナビ、奈良県暴力被害者サ ン」について、町広報誌へ掲載
ポートセンターNARAハート等の相
上牧町 談カードを配布、設置
●ポスター・リーフレットを庁内・関 ●町広報誌への掲載（１１月号）
連施設に掲示・配架
王寺町 ●啓発カードを窓口に設置
広陵町

河合町
吉野町

●パープルリボンの配布
（町内公共施設窓口等）

●町広報紙（11月号）にて記事掲載
●町HPにて関連記事掲載予定
●DV・女性相談電話開設（NPO法
人委託）通年

●相談窓口カードの配付、設置
（庁舎内トイレ、公共施設等）
●相談窓口カードの配布、設置
（庁舎内カウンター等）

●庁舎内でポスター掲示
●庁舎内カウンターにてリーフレット
大淀町 の設置

下市町
黒滝村

●相談窓口カードの配布、設置（庁
舎内カウンター等）
●相談窓口カードの設置（庁舎内カ
ウンター）

●ポスターの掲示（庁舎内）
●相談窓口カードの配付、設置（庁
天川村 舎内トイレ、商業施設等）

野迫川村
十津川村

●庁舎でポスターを掲示
●庁内にてポスター掲示

●相談窓口カードの設置
（庁舎受付窓口、保健センター受付
下北山村 窓口等）
上北山村

●相談窓口カードの配布、設置（庁
舎窓口受付等）

●内閣府作成のポスター、リーフ
レットを庁内と公共施設にて掲示及
川上村 び配布

東吉野村

●庁舎でポスターを掲示
●相談窓口カードの設置（庁舎）
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関連ＵＲＬ

