
パープルリボンツリーと
メッセージカードの設置等

啓発イベント・
街頭キャンペーン

の実施
パネル展示 広報誌等による広報

金沢市

●パープル・オレンジリボンツリー
とメッセージカードの設置等
期間　11月1日～11月18日
場所　金沢市役所第一本庁舎

●講演会の開催
(1)ゴスペルコンサート
内容　ゴスペルコンサート～当事
者の心の叫びを歌声にのせて～
日時　11月5日(土)13：30～15：30
場所　石川県女性センターホー
ル
　（市民団体との協働事業）

(2) オンライン講演会
内容　「DV加害の心理と更生プ
ログラムを知る～加害者は、どこ
まで変われるか～」
・ライブ配信
日時　11月2日(水)15：00～16：30
・アーカイブ配信
日時　11月9日(水)9：00～30日
（水）21：00
講師　草柳　和之　氏

●パネル展示
(1)金沢市役所
期間　11月１日～11月18日
場所　金沢市役所第一本庁舎

(2)城北児童会館
期間　11月1日～30日
場所　城北児童会館

※パープル・オレンジリボンバッ
ジの配布、啓発ポスター、チラ
シ・グッズ配布、パープルリボン
ツリーの設置

●新聞広報
オレンジリボン・パープルリボン
合同啓発広報

●市役所第一本庁舎前デジタ
ルサイネージ
「パープルリボンキャンペーン」
期間の周知

●市公式フェイスブック、HPで
の広報

●SNS公告、市公式YouTube
若年層向けデートDV防止啓発
動画配信

●市職員によるパープルリボンバッジおよ
びオレンジリボンバッチの着用

●市役所第一本庁舎アナウンス

●金沢駅鼓門パープルライトアップ
日時　11月１日（火）18:00～20:00
場所　金沢駅鼓門

●啓発ポスター掲示
場所　ダイバーシティ人権政策課、
　　　　市女性センター、市女性相談支援室

七尾市

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置等
期間　11月1日～11月30日
場所　フォーラム七尾

●図書館、コミュニティセンター
にチラシ・ポケットティッシュなど
を設置

●掲示パネルの設置
パープルリボン・オレンジリボン
合同
場所　市役所前 屋外掲示板

●広報誌による広報
広報11月号に、DV関連記事の
掲載

●ケーブルテレビによる広報
ケーブルテレビ（文字放送）によ
る広報

●市ホームページによる広報

●県推進員によるチラシの配布、メッセー
ジカードの募集

●部課長及び担当室職員によるパープリ
ボンの着用

●DV撲滅ポスターの掲示
場所　市役所など

小松市

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカード、啓発ポスター設置
期間　11月1日～30日
場所
　市役所エントランス
　小松市民センター
　カブッキーランド

●街頭キャンペーンの実施
日時　11月13日(日)
場所　イオンモール新小松
内容　チラシ、グッズの配布

●パネル展示の実施
期間　11月1日～11月30日
場所　市役所エントランス

●市ホームページによる広報 ●市担当課職員によるパープルリボンバッ
チの着用

●パープルライトアップ
期間　11月12日～25日
場所　Komatsu A×Z Square

●啓発ポスター配布
図書館、公民館、運動施設、大学、高校等
へ掲示依頼

輪島市

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置等
期間　11月2日～11月30日
場所　輪島市立図書館

●街頭キャンペーンの実施
日時　11月中旬
場所　市内ショッピングモール
内容　チラシ、グッズの配布

●パネル展示の実施
日時　11月1日～11月30日
場所　市役所1階ロビー

●広報誌による広報
広報わじま11月号にDV関連記
事の掲載

●ケーブルテレビによる広報
ケーブルテレビ（文字放送）によ
る広報

●市ホームページによる広報

●市担当課職員によるパープルリボンバッ
チの着用

珠洲市

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置等
期間　11月４日～30日
場所　ラポルトすず

●広報紙による広報
広報すず11月号にDV関連記事
の掲載

●ケーブルテレビによる広報
ケーブルテレビ（文字放送）によ
る広報

●市ホームページによる広報

●市担当課職員によるパープルリボンバッ
チの着用

●パープルライトアップ
期間　11月12日～25日
場所　ラポルトすず

加賀市

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置
期間　11月のパープルリボンキャ
ンペーン期間中
場所　加賀市役所

●街頭キャンペーンの実施
日時　11月27日
場所　アビオシティ・加賀
　　　　イオン加賀の里店

●広報紙による広報
広報かが11月号に掲載

●市ホームページによる広報

●パープルリボンバッジ(Wリボン)の市長、
教育長、部局長の着用

●啓発ポスターの掲示
場所　市関連施設等

羽咋市

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置等
期間　11月1日～11月30日
場所　市役所・図書館・ユーフォリ
ア千里浜

●パネル展示の実施
日時　11月1日～11月30日
場所　図書館

●広報誌による広報
広報はくい11月号にDV関連記
事の掲載

●市ホームページによる広報

●市担当課職員によるパープルリボンバッ
チの着用

●ペットボタルでのパープルライトアップ
日時　11月17日（木）～30日（水）18:00～
20:00
場所　コスモアイル羽咋玄関

●市文化祭での推進員によるチラシ・リー
フレットの配布
日時　11月3日
場所　体育館

かほく市

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置
日時　11月1日～11月30日
場所　宇ノ気生涯学習センター

●広報誌による広報
広報かほく11月号にパープルリ
ボンキャンペーン記事の掲載

●パープルリボンバッチの配付・着用

●啓発ポスター、チラシの掲示

●啓発グッズの配付

白山市

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置等
期間　10月28日(金)～11月18日
(金)
場所　市役所1階ロビー

●街頭キャンペーンの実施
日時　10月30日(日)10時00分～
場所　イオンモール白山
内容　チラシ、グッズの配布

●パネル展示
期間　11月10日～12月14日
場所　松任図書館
　　　　美川図書館
　　　　鶴来図書館
　　　　かわち図書館

●広報誌による広報
広報はくさん11月号にDV関連
記事の掲載

●市担当課職員によるパープルリボンバッ
チの着用

「いしかわパープルリボンキャンペーン2022」に係る行事実績【市町】

市町名

広報活動
　　　　　　　　　　その他
　　パープルリボンバッチの配付・着用
　　施設のパープルライトアップの実施
　　啓発ポスター・チラシ・グッズ等の配布　等



パープルリボンツリーと
メッセージカードの設置等

啓発イベント・
街頭キャンペーン

の実施
パネル展示 広報誌等による広報

市町名

広報活動
　　　　　　　　　　その他
　　パープルリボンバッチの配付・着用
　　施設のパープルライトアップの実施
　　啓発ポスター・チラシ・グッズ等の配布　等

能美市

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置
期間　11月中
場所　市内3カ所
・本庁舎　市民ホール
・寺井地区公民館
・根上総合文化会館

●啓発キャンペーンの実施
乳幼児健診時受付に啓発ティッ
シュとチラシ配布
4か月・1歳8か月、3歳6か月健診
時

●街頭キャンペーンの実施
場所　スーパー等

●パネル展示
期間　11月中
場所　市役所　市民ホール

●広報誌による周知
広報のみ11月号に掲載

●市ホームページに掲載

●グループウェアにて市職員
に周知

●ポスターの掲示
　
●担当職員等のパープルリボン着用

●のぼり旗の設置

●グッズの設置
場所　市役所　市民ホール、子育て支援セ
ンター

野々市市

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置
期間　11月1日～30日
場所　市庁舎、市民活動センター

●パネル展示の実施
期間　11月1日～30日
場所　市庁舎、市民活動セン
ター

●広報誌による広報
広報野々市11月号にDV防止啓
発記事の掲載

●市ホームページ、SNSによる
広報

●市担当課職員、市推進員のパープルリ
ボンバッチの着用

●啓発チラシ、グッズ等の配布
場所　市庁舎、市民活動センター、市図書
館、市内商業施設

川北町

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置等
期間　11月3日～11月30日
場所　川北町保健センター
（11月3日のみ　町文化祭会場）

●啓発キャンペーンの実施
日時　11月3日
場所　町文化祭　会場（総合体
育館）
内容　チラシ、グッズの配布

●街頭キャンペーンの実施
日時　11月
場所　商業施設前
内容　チラシ、グッズの配布

●広報誌による広報
広報かわきたにDV関連記事の
掲載

●町文化祭での推進員によるチラシ・リー
フレットの配布、意識調査の実施、パープ
ルリボンツリーとメッセージカードの設置
日時　11月3日
場所　川北町総合体育館

●啓発ポスター、チラシの配布
相談窓口等に設置

津幡町

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置
期間　11月1日～11月30日
場所　文化会館シグナス

●パネル展示の実施
日時　11月1日～11月30日
場所　文化会館シグナス

●広報誌による広報
広報つばた10月号に記事を掲
載

●町SNSによる広報

●大河ドラマ誘致推進キャラクターによる
パープルリボンの着用

内灘町

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置
期間　11月1日～11月30日
場所　役場庁舎1階談話コーナー

●パネル展示の実施
日時　11月12日～16日
場所　文化会館

●広報誌による広報
広報うちなだ11月号にパープル
リボンキャンペーンの記事の掲
載

●町ホームページによる広報

●町担当課職員によるパープルリボンバッ
チの着用

志賀町

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置等
期間　11月3日(木・祝）～１１月２４
日（木）
場所　志賀町文化ホール

●啓発イベントの実施
日時　11月3日（木・祝）
場所　志賀町文化ホール
内容
・志賀町文化祭にて、
志賀町男女共同参画推進員と県
の推進員が共に啓発イベントを
実施
・啓発ポスターの掲示
・チラシ・グッズ等の配布

●広報誌による広報
広報しか11月号にDV関連記事
の掲載

●市担当課職員によるパープルリボンバッ
チの着用

●チラシ・グッズ等の配布

●啓発ポスターの掲示

宝達志水町

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置等
・期間　11月3日～11月30日
　場所　町生涯学習センター　さく
らドーム21
・ふらっとミニセミナー講演会
　日時　11月26日（土）
  　      10時～11時30分
　場所　町民センターアステラス

●講演会の開催
（ふらっとミニセミナーの共催）
『魔法のことば「ありがとう、ごくろ
うさま」』
日時　11月26日(土)
　　　　10時～11時30分
場所　町民センター　アステラス
講師　新木　順子　氏

●パネル展示の実施
日時　11月2日～11月3日
場所　町生涯学習センター　さく
らドーム21

●宝達志水町町民意識調査概
要版の展示

●広報誌による広報
・広報宝達志水11月号にDV関
連記事の掲載
・広報宝達志水12月号に11月3
日のパープルリボンキャンペー
ンをはじめとする男女共同参画
推進員の啓発普及活動を掲載

●フェイスブックによる広報
文化祭での啓発活動等の記事
を掲載

●担当課職員によるパープルリボンバッチ
の着用

●町文化祭での推進員によるチラシ・リー
フレットの配布
日時　11月3日(木・祝)
場所　町生涯学習センター　さくらドーム21

中能登町

●メッセージカードの設置、メッ
セージボードに掲示
期間　11月1日～11月30日
場所　ふるさと創修館

●ジェンダー平等アート展
期間　11月1日～11月30日
場所　ふるさと創修館
内容
・男女共同参画推進の会の取組
紹介
・県男女共同参画宣言企業取組
紹介
・ジェンダー平等に関する一言
メッセージ展示
・パープルリボン月間周知コー
ナーの設置など

●アート展イベントトークセッショ
ン
日時　11月20日
場所　ふるさと創修館
内容　町内ゆかりの芸術家によ
るアートパフォーマンスとトーク
セッション

●パネル展示の実施
日時　11月1日～11月30日
場所　ふるさと創修館

●広報誌による広報
広報なかのと11月号にパープ
ルリボン月間の記事を掲載

●チラシ、ティッシュなどの設置
場所　各庁舎・施設等

穴水町

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置等
日時　11月3日
場所　のとふれあい文化センター

●啓発ポスターの展示

●啓発グッズ・チラシの配布

能登町

●パープルリボンツリーとメッセー
ジカードの設置等
期間　11月1日～11月30日
場所　コンセールのと、柳田教養
文化館、内浦総合支所
期間　11月5・6日
場所　内浦体育館（町文化祭）

●広報誌による広報
町広報誌へのDV関連記事の掲
載
とパープルリボンツリー・メッ
セージカード記入呼び掛け


