
実施日 行事名 開催場所 開催情報掲載URL

警察庁 12月1日(水) 「犯罪被害者週間」事業　中央イベント 中央区立日本橋公会堂
https://www.npa.go.jp/han
zaihigai/joho/week/week.h
tml

11月25日(木) 「犯罪被害者週間」における街頭啓発活動 JR札幌駅

11月25日(木)
～12月1日(水)

デジタルサイネージに掲載 本庁舎１階

11月25日(木)、
11月26日(金)

犯罪被害者支援等パネル展 本庁舎１階

11月25日(木)
～12月8日(水)

犯罪被害者のための無料相談会
函館市、旭川市、帯広市、北
見市

https://www.pref.hokkaido
.lg.jp/ks/dms/anzen-
hp/hannzaihigaisyasien.ht
ml

札幌市 11月中 札幌市各区役所の戸籍住民課窓口に設置の映像モニターによる広報
札幌市各区役所（戸籍住民課
窓口）

11月16日(火) 犯罪被害者等支援県民フォーラム アピオあおもり（青森市）
https://www.police.pref.a
omori.jp/keimubu/keimu/ma
chizukuri.html

11月29日(月)
～12月3日(金)

犯罪被害者週間パネル展 青森県庁北棟１階正面ロビー

岩手県
11月25日(木)
～12月1日(水)

令和３年度犯罪被害者支援県民にのつどい オンライン配信 https://www.iwate-vsc.jp/

10月28日(木)
あ・ら・伊達な道の駅
（大崎市）

11月4日(木) イオンモール名取（名取市）

11月11日(木) 道の駅上品の里（石巻市）

11月29日(月) JR仙台駅（仙台市）

11月4日(木)
～11月12日(金)

イオンモール名取（名取市）

11月25日(木)
～12月1日(水)

イオンモール石巻（石巻市）

11月29日(月)
～12月3日(金)

被害者等の声と支援のパネル展 宮城県庁１階ロビー

【宮城県警察】
https://www.police.pref.m
iyagi.jp/keimu/higaisya/i
ndex.html

【宮城県】
https://www.pref.miyagi.j
p/soshiki/kyosha/panerute
n.html

仙台市
11月25日(木)
～12月1日(水)

「犯罪被害者週間」広報・啓発
・のぼり、ポスターの掲出
・パンフレット配付

市役所・区役所等

秋田県 11月27日(土) 犯罪被害者週間「県民のつどい」
秋田市にぎわい交流館ＡＵ
（あう）　（秋田市）

https://www.pref.akita.lg
.jp/pages/archive/54381

11月2日(火)
～12月下旬

被害者支援広報啓発展示 山形県立図書館

11月16日(火)
～11月30日(火)

被害者支援広報啓発パネル展 山形県庁ロビー

11月25日(木) 犯罪被害者支援県民のつどい2021 山形国際交流プラザ(山形市)

11月27日(土) 「被害者に優しいふくしまの風運動」支援の輪を広げるつどい2021
とうほう・みんなの文化セン
ター（福島市）

https://www.police.pref.f
ukushima.jp/

11月22日(月)
～12月3日(金)

犯罪被害者週間広報啓発（パネル展示等） 福島県庁連絡通路

11月5日(金) 犯罪被害者支援講演会 茨城県庁9階講堂（水戸市）

11月17日(水)
～11月26日(金)

犯罪被害者週間パネル展示
茨城県庁2階県政広報コー
ナー（水戸市）

11月中 県広報紙、県公式ＳＮＳによる広報 茨城県

11月上旬 「市報ひたちなか」・ひたちなか市公式ホームページに周知記事掲載 ひたちなか市

大型スクリーンによる犯罪被害者支援週間に関する広報
イオン鹿嶋店前交差点
（鹿嶋市）

ラジオによる犯罪被害者支援週間に関する広報 ＦＭかしま

北海道

青森県

山形県

「犯罪被害者週間」街頭キャンペーン

宮城県

福島県

令和３年度　全国の犯罪被害者等支援のための広報啓発事業

「被害者の手引」表紙デザイン作品展

11月20日(土)
～12月1日(水)

茨城県
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令和３年度　全国の犯罪被害者等支援のための広報啓発事業

11月下旬 SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)による広報 ひたちなか市

12月1日（水） 犯罪被害者週間街頭キャンペーン
勝田駅入口交差点，田中後交
差点（ひたちなか市）

7月14日(水)～
令和4年2月25日(金)

犯罪被害者支援巡回パネル展 栃木県庁、県内９市町
https://www.pref.tochigi.
lg.jp/c03/houdou/r307-
08higaishapaneru.html

11月26日(金) 犯罪被害者支援県民のつどい
栃木県総合文化センター
サブホール（宇都宮市）

https://www.tochigi-
shien.jp/other/tudoi_mous
ikomi.pdf

11月1日(月)
～12月1日(水)

デジタルサイネージ及び県ホームページによる「犯罪被害者週間」の広報啓
発

県庁１階正面及び県民駐車場
ホール、群馬県ホームページ

11月3日(水)
～11月5日(金)

犯罪被害者週間街頭キャンペーン イオンモール太田（太田市）

11月9日(火)
～11月11日(木)

デジタルサイネージ及び「犯罪被害者週間」のパネル展 前橋市役所

11月19日(金) テレビ・ラジオ放送による「犯罪被害者週間」の広報啓発 群馬テレビ、ＦＭぐんま

11月24日(水)
～11月26日(金)

千代田町役場

11月29日(月)
～12月1日(水)

邑楽町役場

12月6日(月)
～12月8日(水)

大泉町役場

10月23日(土) 犯罪被害者支援のための講座　ミニセミナー 狭山市中央公民館（狭山市）

11月16日(火)
～11月30日(火)

犯罪被害者週間懸垂幕掲出 埼玉県庁(さいたま市)

11月21日(日） 犯罪被害者支援広報サッカーＪ２リーグ公式戦大型スクリーン放映 ＮＡＣＫ５スタジアム大宮

11月1日(月) 所沢駅（所沢市）

11月17日(水） 狭山ヶ丘駅（所沢市）

11月25日(木)
川口駅(川口市)、イオンモー
ル春日部(春日部市)

11月26日(金) 川越駅（川越市）

11月29日(月) 東川口駅（川口市）

11月27日(土) 犯罪被害者支援県民のつどい
イオンレイクタウン
（越谷市）

https://www.pref.saitama.
lg.jp/a0311/hanzaihigaika
igi/tudoi03.html

12月11日(土) 狭山市犯罪被害者・交通被害者支援を考える講演会
市民交流センター
（狭山市）

令和4年2月5日(土) 犯罪被害者支援のための交流会
市民交流センター
（狭山市）

令和4年2月14日(月)
～2月17日(木)

パネル展（成果発表会）
市役所エントランスホール
（狭山市）

さいたま市 11月29日(月) 大宮駅街頭キャンペーン 大宮駅

10月3日(日)、
10月15日(金)

街頭キャンペーン 千葉県内

11月 自治体広報誌による広報啓発
銚子市、芝山町、印西市、い
すみ市、成田市、柏市、八千
代市、袖ケ浦市

11月1日(月)～ 自治体ホームページへの掲載 芝山町、印西市
【印西市】
https://www.city.inzai.lg
.jp/

11月16日(火)
～11月18日(木)

生命のメッセージ展 千葉県庁中庁舎１階

11月中旬
～12月1日(水)

ポスター，リーフレットの配架
庁舎、各近隣センター
（柏市）

11月25日(木) 自治体ホームページ、メールでの広報啓発
ホームページ、メール
（銚子市）

www.city.choshi.chiba.jp

11月25日(木)
～12月1日(水)

窓口におけるチラシ・啓発物等の配布 木更津市役所窓口

埼玉県

栃木県

群馬県

千葉県

「犯罪被害者週間」のパネル展

犯罪被害者週間街頭キャンペーン

茨城県
（つづき）
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令和３年度　全国の犯罪被害者等支援のための広報啓発事業

11月25日(木)
～12月1日(水)

ＳＮＳによる広報啓発
ホームページ、Twitter
(柏市）

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

11月25日(木)
～12月1日(水)

ポスター掲示
パンフレット設置
「県条例」「相談窓口等の案内」
「県被害者支援センター」関連

役所庁舎内（香取市）

11月27日(土)
「千葉県民のつどい」特別番組
（仮題）見守り　寄り添い　支え合う
　　～千葉の犯罪被害者支援～

千葉テレビ放送

11月25日(木)
～12月1日(水)

懸垂幕の掲示
松戸市、勝浦市、袖ケ浦市、
八街市、白井市、富里市、芝
山町、白子町

11月25日(木)
～12月1日(水)

横断幕の掲示
流山市、我孫子市、四街道
市、匝瑳市、いすみ市、大網
白里市、九十九里町

随時
都道府県・政令指定都市・団体等が主催・共催する各種キャンペーンの案内
等の関係各課内配架

関係各課（船橋市）

随時
犯罪被害者支援関係チラシの配布
犯罪被害者支援関係ポスターの掲示

四街道市役所
自治振興課窓口

千葉市
11月中旬
～12月1日(水)

犯罪被害者週間啓発（ポスター，チラシの配架）
庁舎、各区役所、各保健福祉
センター等

9月28日(火)
犯罪被害者支援啓発イベント
（パネル展示）

渋谷区役所

10月30日(土)
～11月25日(木)

図書館特別展示
中野区立中央図書館
（中野区）

https://library.city.toky
o-nakano.lg.jp

11月2日(火) 区内警察署と合同で犯罪被害者等相談会 中野区役所　１階ロビー

11月3日(水)
～11月18日(木)

夢通り展示
中野駅ガード下ギャラリー夢
通り（中野区）

11月20日(土)
令和３年度犯罪被害者週間行事
「知っていますか？被害者のこと　～聴いてみよう！被害者の声～」

なかのＺＥＲＯ　小ホール
（中野区）

11月24日(水)
文京オレンジデーキャンペーンの一環として、「犯罪被害者支援出張相談
所」を開設

文京シビックセンター
ギャラリーシビック
（文京区）

https://www.city.bunkyo.l
g.jp/kusejoho/jinken/danj
o/dv2/dv.html

11月26日(金) 犯罪被害者等特設相談会 青梅市役所　２階会議室
http://www.city.ome.tokyo
.jp/soshiki/2/386.html

11月26日(金)
犯罪被害者週間キャンペーン
小金井警察署との合同相談会

国分寺市役所本庁・ひかりプ
ラザ(国分寺市)

https://www.city.kokubunj
i.tokyo.jp/kurashi/101188
7/1011901/1009991/1019669
.html

11月27日(土)
令和３年度犯罪被害者週間行事
「地域の力で支える被害者支援」

小金井宮地楽器ホール
大ホール（小金井市）

9月24日(金)
～9月29日(水)
（25日・26日は除く）

杉並区役所　１階ロビー

11月25日(木)
～11月30日(火)
午前9時から午後4時まで
（初日は午後2時から、最
終日は正午まで）

立川市役所
１階多目的プラザ

11月15日(月)
～12月1日(水)

cocobunjiWEST５階
（国分寺市）
まちの魅力発信コーナー

https://www.city.kokubunj
i.tokyo.jp/kurashi/101188
7/1011901/1009991/1019669
.html

11月25日(木)
～12月1日(水)

品川区役所
第三庁舎3階区民相談室内

11月25日(木)
～12月1日(水)

青梅市役所１階ロビー
http://www.city.ome.tokyo
.jp/soshiki/2/386.html

11月25日(木)
～12月2日(木)

多摩市役所本庁舎ロビー

12月1日(水) 犯罪被害者支援つどいの講演会
西荻地域区民センター
（杉並区）

12月4日(土)
～12月6日(月)

「しながわ人権のひろば2021」での犯罪被害者支援パネル展 荏原文化センター（品川区）

12月12日(日)
性犯罪防止・被害者等支援講座
「子どもたちをデジタル性暴力から守るために」

cocobunjiWEST５階
リオンAホール（国分寺市）

https://www.city.kokubunj
i.tokyo.jp/kurashi/101188
7/1011901/1009991/1019669
.html

令和4年1月7日(金)
～1月20日(木)

人権啓発パネル展 みなとパーク芝浦（港区）

10月27日(水) 町広報特集記事掲載 大磯町内

11月1日(月)
～11月30日(火)

「犯罪被害者週間」デジタルサイネージ広告 秦野駅
https://www.city.hadano.k
anagawa.jp/www/contents/1
628675286597/index.html

11月1日(月)
～11月30日(火)

犯罪被害者週間における啓発
横須賀市役所内
デジタルサイネージ

犯罪被害者等支援パネル展

犯罪被害者週間パネル展

東京都

神奈川県

千葉県
（つづき）
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令和３年度　全国の犯罪被害者等支援のための広報啓発事業

11月8日(月)
～11月19日(金)

女性に対する暴力をなくす運動パネル展
平塚市庁舎本館１階
多目的スペース

http://www.city.hiratsuka
.kanagawa.jp/jinken/page4
2_00084.html

11月10（水）
～11月30日（火）

女性に対する暴力をなくす運動展示 寒川総合図書館

11月16日(火)
～11月25日(木)

・「犯罪被害者週間」に関する啓発事業
　（ポスター掲示、リーフレット、チラシの配架）
・「女性に対する暴力をなくす運動」に関する啓発事業
　（ポスター掲示、リーフレット、チラシの配架）

伊勢原市役所本庁舎
１階ロビー

11月16日(火)
～12月1日(水)

犯罪被害者週間における啓発
横須賀中央駅前
デジタルサイネージ

11月18日(木)
～11月25日(木)

犯罪被害者等支援パネル展 神奈川県庁新庁舎１階ロビー
https://www.pref.kanagawa
.jp/docs/f5g/cnt/f4181/p1
2669.html#panel

11月25日(木)
～12月16日(木)

「人権メッセージパネル展」における犯罪被害者週間等の周知
藤沢市役所本庁舎１階ラウン
ジ・５階ラウンジ

11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害者週間における啓発
茅ヶ崎市役所内
デジタルサイネージ

11月25日(木)
～12月1日(水)

「犯罪被害者週間」啓発展 秦野市役所教育庁舎
https://www.city.hadano.k
anagawa.jp/www/contents/1
628675286597/index.html

11月25日(木)
～12月1日(水)

「犯罪被害者週間」啓発コーナー 秦野市立図書館
https://www.city.hadano.k
anagawa.jp/www/contents/1
628675286597/index.html

横浜市
11月17日(水)
オンライン視聴は11月18日
(木)

犯罪被害者等支援市民講演会
「犯罪被害にあったとき・・・－あなたや家族、友人が犯罪被害に巻き込ま
れたら－」

横浜市港南公会堂（横浜市）
https://www.city.yokohama
.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/jinken/event.html

11月1日(月)
～11月30日(火)

動画広告による広報・啓発 相模原市役所　本庁舎

11月15日(月) 市広報紙による広報・啓発 市広報紙に掲載

11月15日(月)
～12月1日(水)

庁内放送による広報・啓発 相模原市役所　本庁舎等

11月1日(月)
～12月1日(水)

市ホームページによる広報・啓発 市ホームページに掲載

11月27日(土) 犯罪被害者週間新潟大会
新潟ユニゾンプラザ
（新潟市）

10月7日(木)
～11月2日(火)

新潟市立中央図書館
ほんぽーと(新潟市)

11月5日(金)
～11月11日(木)

新潟市役所本館１階
市民ホール(新潟市)

10月25日(月)
～11月2日(火)

犯罪被害者等支援を考える新潟県縦断パネル展(上越会場)
上越市役所市民ホール
（上越市）

11月4日(木)
～11月12日(金)

犯罪被害者等支援を考える新潟県縦断パネル展（三条会場）
三条市東公民館フリースペー
ス（三条市）

11月15日(月)
～11月18日(木)

犯罪被害者等支援を考える新潟県縦断パネル展(長岡会場)
アオーレ長岡西棟
１Ｆ ホワイエ（長岡市）

11月16日(火)
～11月25日(木)

犯罪被害者等支援を考える新潟県縦断パネル展(佐渡会場)
あいぽーと佐渡
催事スペース(佐渡市)

11月22日(月)
～11月29日(月)

犯罪被害者等支援を考える新潟県縦断パネル展(糸魚川会場)
糸魚川市役所
市民ホール（糸魚川市）

7月5日(月)
～12月24日(金)

犯罪被害者等支援巡回パネル展 県内15市町村
https://www.pref.toyama.j
p/1711/20210629.html

11月26日(金)
令和３年度犯罪被害者週間行事
「講演会」

タワー111「スカイホール」
（富山市）

11月25日(木) 令和３年度全国犯罪被害者週間広報キャンペーン 電鉄富山駅

11月28日(日) 被害者支援県民フォーラム2021
金沢港クルーズターミナル
（金沢市）

11月28日(日) 生命のメッセージ展in金沢2021
金沢港クルーズターミナル
（金沢市）

福井県
11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害者週間パネル展
ショッピングシティベル
（福井市）

10月4日(月) 「犯罪被害者支援の日」広報啓発街頭キャンペーン JR甲府駅周辺
https://www.pref.yamanash
i.jp/shokuhin-
st/64795295749.html

11月3日(水)、
11月14日(日)

ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム大型ビジョン広告掲出
JITリサイクルインクスタジ
アム（甲府市）

https://www.pref.yamanash
i.jp/shokuhin-
st/64795295749.html

犯罪被害者等支援を考える新潟県縦断パネル展(新潟会場)

富山県

新潟県
・

新潟市

相模原市

【新潟県】
http://www.pref.niigata.l
g.jp/kenminseikatsu/12038
72471587.html

【新潟市】
http://www.city.niigata.l
g.jp/kurashi/bohan/higais
ya-shien/panel.html

石川県

http://www.pref.niigata.l
g.jp/kenminseikatsu/12038
72471587.html

新潟県

神奈川県
（つづき）

山梨県
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11月21日(日)
～12月1日(水)

県立図書館との「犯罪被害者週間」連携展示
県立図書館２階南側
（甲府市）

https://www.pref.yamanash
i.jp/shokuhin-
st/64795295749.html

11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害者警察ＤＶＤ放映
県庁防災新館２階展示コー
ナー（甲府市）

11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害者支援週間広報動画放映 甲府駅ビル・セレオ壁画

令和4年1月12日(水)
～17日(月)

山梨県警察職員文化展における犯罪被害者支援広報ブースの設置
県庁防災新館１階展示室
（甲府市）

長野県
11月22日(月)
～11月26日(金)

犯罪被害者支援啓発パネル展示 長野県庁

11月26日(金) 犯罪被害者支援講演会
みんなの森　ぎふメディアコ
スモス（岐阜市）

https://www.gifu-
vsc.org/tfile/202110-
01_ev.pdf

11月25日(木) 「犯罪被害者週間」街頭広報 ＪＲ岐阜駅

静岡県
・

静岡市
11月26日(金) 犯罪被害者等支援講演会inしずおか2021

札の辻クロスホール
（静岡市葵区）

11月16日(火)
～12月5日(日)

県立図書館における「犯罪被害者週間」企画展示
静岡県立中央図書館
（静岡市駿河区）

11月5日(金) イオン焼津（焼津市）

11月6日(土) 性暴力被害者のための支援者養成研修会（公開講座）
札の辻クロスホール
（静岡市葵区）

静岡市
11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害者等支援パネル展
静岡市各区庁舎フロア等
（３か所）

浜松市
12月6日(月)
～12月10日(金)

ミニ広報展 浜松市本庁舎　１階ロビー

11月8日(月)
～11月16日(火)

弥富市庁舎１階市民プラザ
（弥富市）

11月15日(月)
～11月19日(金)

千種警察署

11月22日(月)
～11月26日(金)

愛知県警察本部

11月30日(火)
～12月5日(日)

図書館交流プラザりぶら
（岡崎市）

12月6日(月)
～12月10日(金)

碧南市役所

12月22日(水)
～12月23日(木)

刈谷市役所

令和4年1月17日(月)
～1月21日(金)

豊田市役所

令和4年1月24日(月)
～1月28日(金)

犬山警察署

令和4年2月1日(火)
～2月8日(火)

愛知県庁地下通路

10月20日(水)
犯罪被害を学ぶ会～もし、あなたの大切な人が事件・事故にあってしまった
ら～

熱田文化小劇場
https://www.city.nagoya.j
p/sportsshimin/page/00001
45487.html

11月1日(月)
～11月30日(火)

市営地下鉄車内での総合支援窓口広告掲出 名古屋市営地下鉄

11月9日(火)
犯罪被害を学ぶ会～もし、あなたの大切な人が事件・事故にあってしまった
ら～

守山文化小劇場
https://www.city.nagoya.j
p/sportsshimin/page/00001
45487.html

12月16日(木)、
12月17日(金)

犯罪被害者等支援入門講座
なごや人権啓発センター
（ソレイユプラザなごや）

https://www.city.nagoya.j
p/sportsshimin/page/00001
46866.html

11月2日(火）
～12月1日(水)

なごや人権啓発センター
（ソレイユプラザなごや）

12月13日(月)
～12月17日(金)

南区役所

令和4年1月11日(火)～1月
17日(月)

瑞穂区役所

令和4年1月19日(水)
～1月25日(火)

東区役所

令和4年2月1日(火)
～2月28日(月)

犯罪被害者支援パネル展 名古屋市役所
https://www.pref.aichi.jp
/soshiki/kenmin-
anzen/panel.html

https://www.pref.aichi.jp
/soshiki/kenmin-
anzen/panel.html

岐阜県

静岡県

愛知県
https://www.pref.aichi.jp
/soshiki/kenmin-
anzen/panel.html

大型商業施設における「犯罪被害者週間」街頭キャンペーン

犯罪被害者等支援パネル展

名古屋市

犯罪被害者支援パネル展

山梨県
（つづき）
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令和３年度　全国の犯罪被害者等支援のための広報啓発事業

11月13日(土)
2021年度　第２回連続人権講座
演題「犯罪被害者等を支える社会をめざして」
～犯罪被害者等支援の必要性と二次被害の防止～

いつきのみや地域交流セン
ター（明和町）

11月27日(土) 犯罪被害を考える集い
三重県営サンアリーナ
（伊勢市）

11月29日(月)
～12月3日(金)

犯罪被害を考える週間パネル展示 三重県庁県民ホール

11月30日(火)
犯罪被害者等支援講演会
「いのちの灯りをともして」

鈴鹿市ふれあいセンター
（鈴鹿市）

12月4日(土)
～12月5日(日)

犯罪被害を考える週間啓発イベント
イオンモール四日市北
（四日市市）

9月13日(月)
～9月20日(月)

消費生活フェスタ ビバシティ彦根（彦根市）

11月13日(土) 犯罪被害者週間街頭啓発（防犯・暴追フェア）
愛荘町立ハーティーセンター
秦荘（愛荘町）

11月23日(火)祝日 ブランチ大津京（大津市）

11月26日(金) アルプラザ堅田（大津市）

11月30日(火) 犯罪被害者相談会 甲賀市役所（甲賀市）

11月16日(火)
～11月22日(月)

滋賀県庁県民サロン

11月25日(木)
～12月1日(水)

滋賀県庁渡り廊下ギャラリー

11月25日(木)
～12月1日(水)

甲賀市役所１階展示コーナー
（甲賀市）

京都府
・

京都市
11月13日(土) 生命のメッセージ展in京都 京都テルサ（京都市）

https://www.city.kyoto.lg
.jp/menu1/category/11-5-
0-0-0-0-0-0-0-0.html

11月1日(月) 市広報紙における犯罪被害者週間の啓発 亀岡市内各戸配布

11月1日(月) 町広報紙における犯罪被害者週間の啓発 宇治田原町内各戸配布

11月1日(月)
～11月30日(火)

駅構内のテレビディスプレイによる啓発 JR亀岡駅

11月5日(金) 安全・安心のまちづくり綾部市民大会
綾部市I・Tビル
2階多目的ホール

11月8日(月)
～11月12日(金)

生命のメッセージ展
京丹後市役所
峰山庁舎

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

11月10日(水)
～12月9日(木)

市広報紙における犯罪被害者週間の啓発 京丹後市内各戸配布

11月14日(日) 生命のメッセージ展in京都
イオンモール高の原
（木津川市）

http://www.pref.kyoto.jp/
anshin/2021messageannai.h
tml

11月18日(木)
～12月1日(水)

啓発展示 福知山市役所
https://www.city.fukuchiy
ama.lg.jp/soshiki/22/1781
1.html　にて掲載予定

11月25日(木) 街頭啓発活動
ショッピングセンター
（舞鶴市）

11月25日(木) 「犯罪被害者週間」街頭啓発活動
宮津シーサイドマートミップ
ル（宮津市）

11月25日(木)
～12月1日(水)

「犯罪被害者支援パネル展」 八幡市役所

11月29日(月)
～12月1日(水)

「犯罪被害者週間」啓発パネル展 京都府庁２号館

12月1日(水) 犯罪被害者支援講演会 宇治市生涯学習センター
https://www.city.uji.kyot
o.jp

令4年2月2日(水)
京都犯罪被害者支援センター公開講座
～社会全体で被害者を支えるために～

京田辺市立中央公民館
http://www.kyotanabe.jp/s
oshiki/4-6-0-0-0 1.html

11月17日(水)
～12月16日(木)

城陽市役所
ぱれっとJOYO
各コミセン

https://www.city.joyo.kyo
to.jp/category/4-37-1-1-
0.html

11月25日(木)
～12月3日(金)

宇治市役所、市内公共施設
https://www.city.uji.kyot
o.jp

11月25日(木)
～12月1日(水)

精華町役場

ホンデリング・プロジェクトの実施

滋賀県

犯罪被害者等支援パネル展

三重県

犯罪被害者週間街頭啓発

京都府
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11月16日(火)
～12月15日(水)

ホンデリング・プロジェクトの実施

木津川市役所、加茂支所、山
城支所、加茂人権センター、
木津人権センター、女性セン
ター

11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害者週間
～ホンデリング・プロジェクトの強化実施～

京田辺市役所
http://www.kyotanabe.jp/s
oshiki/4-6-0-0-0 1.html

通年
ホンデリング・プロジェクトの実施 京都府庁、与謝野町役場、京

丹後市役所、宇治田原町役場

【京都府】
http://www.pref.kyoto.jp/
anshin/hondering.html

【京丹後市】
http://www.city.kyotango.
lg.jp

【宇治田原町】
http://www.town.ujitawara
.kyoto.jp/0000002154.html

11月15日(月)
～11月19日(金)

上京区役所

11月25日(木)
～12月1日(金)

ゼスト御池（京都市役所前地
下街）

12月4日(土) 犯罪被害者支援フォーラム
京都市男女共同参画センター
ウィングス京都

11月25日(木)
～12月1日(水)

京都ホンデリング 各区役所・支所　等

11月20日(土) セレッソ大阪と連携したスタジアムでの啓発
ヨドコウ桜スタジアム
（大阪市）

https://www.city.osaka.lg
.jp/shimin/page/000033023
5.html

11月24日(水)
～12月1日(水)

「犯罪被害者週間」啓発パネル展
大阪市役所１階正面玄関ホー
ル、堺市役所高層館１階北側
ロビー

【大阪市】
https://www.city.osaka.lg
.jp/shimin/page/000033023
5.html

【堺市】
https://www.city.sakai.lg
.jp/smph/kurashi/bohan/ch
iiki/hanzaihigai/hannzaih
igaisyasyukan2021.html

11月27日(土)
被害者支援シンポジウム「今、改めて考える　被害者を支える民間支援セン
ターの役割」

大阪市立阿倍野区民センター
小ホール（当日に限り
YouTube配信あり）

http://www.ovsac.jp/

11月1日(月)
～12月1日(水)（予定）

ホンデリング啓発強化
（犯罪被害者週間啓発及びホンデリングに関する庁内放送）

大阪府庁全館
https://www.pref.osaka.lg
.jp/chiantaisaku/ibento/l
ist1389.html

11月1日(月)
～12月1日(水)（予定）

ホンデリング啓発強化
（犯罪被害者週間啓発及びホンデリングBOX設置）

大阪府庁本館・別館・新別館
南館

https://www.pref.osaka.lg
.jp/chiantaisaku/ibento/l
ist1389.html

11月16日(火)
～12月5日(日)

「犯罪被害者週間」の啓発と関係図書の展示
(ポスター、リーフレット等の展示と犯罪被害に関係する図書の紹介）

大阪府立中央図書館
https://www.pref.osaka.lg
.jp/chiantaisaku/ibento/l
ist1389.html

大阪市
11月8日(月)、
令和4年1月25日(火)

ネットワーク型市民セミナー「犯罪被害や被害者支援について考える」
大阪市立難波市民学習セン
ター

https://www.city.osaka.lg
.jp/shimin/page/000054420
5.html

9月24日(金) 「犯罪被害者等支援制度」チラシ 自治会回覧（伊丹市）

猪名川町、南あわじ市、洲本
市、西宮市、加東市

川西市

https://www.city.kawanish
i.hyogo.jp/_res/projects/
default_project/_page_/00
1/014/250/2021.11.12-
13.pdf

11月上旬 自治体ホームページにて広報啓発 川西市

https://www.city.kawanish
i.hyogo.jp/kurashi/kurash
i/bosai_bohan/1011643.htm
l

11月7日(日) シンポジウム
兵庫県民会館　パルテホール
（神戸市）

https://www.supporthyogo.
org/symposium2021/index.h
tml

11月15日(月) 「犯罪被害者週間」ホンデリング及びポスター掲示の案内 広報紙掲載（伊丹市）

11月18日(木) 川西市「人権デー」（毎月第3金曜日）に合わせた街頭啓発
阪急「川西能勢口」駅
南側2階デッキ

11月25日(木)
～12月1日(水)

ポスター・のぼり旗の掲示 庁舎内（洲本市）

11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害者等支援啓発パネル展
宝塚市立中央公民館
（宝塚市）

https://www.city.takarazu
ka.hyogo.jp/anzen/1009491
/1004625/1022495.html

11月25日(木)
～12月1日(水)

広報啓発事業（ポスター等） 養父市役所

11月25日(木)
～12月1日(水)

ホンデリング受付及びポスター掲示 伊丹市役所

11月25日(木)
～12月1日(水)
（調整中）

犯罪被害者等支援パネル展示（調整中） 市役所本庁（西宮市）
https://www.nishi.or.jp/k
urashi/anshin/bohanjoho/h
igaisha-shukan.html

11月発行

大阪府

大阪府
・

大阪市
・

堺市

京都市

自治体広報誌による広報啓発

https://www.city.kyoto.lg
.jp/menu1/category/11-5-

0-0-0-0-0-0-0-0.html

啓発パネル展

京都府
（つづき）

兵庫県
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11月29日(月)
～12月3日(金)

犯罪被害者週間の啓発パネル展
川西市役所
１階市民ギャラリー

11月28日(日) 犯罪被害者支援について(講演会)
総合福祉保健センター
(三田市)

https://www.city.sanda.lg
.jp/jinken/r31128hannzaih
igaisyasien.html

11月30日(火) 犯罪被害者週間街頭キャンペーン ボンマルシェ社店(加東市)

11月25日(木)
～12月1日(水)予定
※犯罪被害者週間

犯罪被害者週間ポスター掲示 尼崎市役所本庁1階

11月18日(木）
～12月1日(水)予定

犯罪被害者週間懸垂幕掲出 加古川市役所

11月27日(土) 犯罪被害者等支援講演会
加古川市立
青少年女性センター

11月25日(木)
～12月1日(水)予定

犯罪被害者週間の庁内放送 加古川市役所

11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害者等支援パネル展示
西宮市役所本庁2階
ギャラリー

https://www.nishi.or.jp/k
urashi/anshin/bohanjoho/h
igaisha-shukan.html

11月25日(木)
～12月1日(水)
（調整中）

犯罪被害者等支援パネル展示（調整中） 市役所本庁
https://www.nishi.or.jp/k
urashi/anshin/bohanjoho/h
igaisha-shukan.html

11月18日(木)
～12月１日(水)

犯罪被害者週間周知用パネル展 花時計ギャラリー

11月29日(月) 犯罪被害者週間講演会 神戸市勤労会館
https://www.city.kobe.lg.
jp/a46152/bosai/crime/hig
aisyajyourei.html

9月27日(月)
～12月2日(木)

犯罪被害者週間の市ホームページへの啓発記事掲載 生駒市
https://www.city.ikoma.lg
.jp/0000027465.html

11月16日(火)
イオンモール大和郡山会場
（大和郡山市）

11月17日(水)
イオンモール高の原会場（木
津川市）

11月1日(月)
～11月30日(火)

市ホームページへ記事掲載、啓発物品、チラシの配布 香芝市役所
http://www.city.kashiba.l
g.jp/kurashi/0000014176.h
tml

12月5日(日)
「犯罪被害者支援奈良県民のつどい」
　式典・特別講演

奈良公園バスターミナル　レ
クチャーホール(奈良市)

https://www.pref.nara.jp/
43654.htm

令和4年2月5日(土) 第６回くらしを考える講座
ふたかみ文化センター
（香芝市）

http://www.city.kashiba.l
g.jp/kurashi/0000014188.h
tml

11月16日(火)
新あじそうパープル店出入口
（倉吉市）

11月19日(金)
イオンモール日吉津店
（日吉津村）

11月6日(土) 被害者支援講演会（講師　加藤　裕司　氏）
島根県民会館
（松江市）

https://www.shimane-
vsc.or.jp/

11月25日(木)
～12月9日(木)

被害者支援パネル展
いきいきプラザ島根
（松江市）

https://www.pref.shimane.
lg.jp/bousai_info/bousai/
bohan/anzenansin/machi_du
kuri/hanzaihigaishatoushi
en.html

10月30日(土)
～12月1日(水)

倉敷市立中央図書館連携展示 倉敷市立中央図書館

11月 自治体広報誌による広報啓発 備前市、笠岡市、倉敷市

11月24日(水)
～11月29日(月)

「犯罪被害者週間」啓発パネル展 天満屋岡山店（岡山市）

11月28日(日) 犯罪被害者支援フォーラム２０２１in おかやま
ピュアリティまきび
（岡山市）

12月1日(水)
13：30～15：00
（13：00受付開始）

令和３年度犯罪被害者支援講演会
「地域で支える被害者支援」
～警察と大学生の連携による実践から～

総社市総合福祉センター
３階　大会議室

岡山市
11月26日(金)
～11月30日(火)

犯罪被害者等支援に関するパネル展 岡山市役所市民ホール

11月1日(月)発行
広報紙(広報はつかいち)11月号掲載
「みんなが手をつなぐために」シリーズ
テーマ：女性の性暴力被害

廿日市市

11月1日(月)
～11月30日(火)

広報誌（広報かいた）による啓発 海田町内　全戸配布

11月6日(土) 広報啓発イベント
マックスバリュ世羅店駐車場
（世羅町）

11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害者支援に関する理解と協力を呼びかける啓発キャンペーン 各市町の相談窓口、関係機関

神戸市

広島県

「犯罪被害者支援奈良県民のつどい」
　生命（いのち）のメッセージ展

奈良県

https://www.pref.nara.jp/
43654.htm

鳥取県

島根県

岡山県

街頭広報

兵庫県
（つづき）
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令和３年度　全国の犯罪被害者等支援のための広報啓発事業

11月25日（木）
～12月1日（水）

電光掲示板表示 東広島市役所

11月27日(土) 犯罪被害者支援講演会 広島弁護士会館（広島市）

10月7日(木)
～10月15日(金)

広島市立安佐南区図書館、安
佐南区役所

10月9日（土）
～10月15日（金）

安佐北区役所

11月6日(土)
～12月1日(水)

広島市立中央図書館、東区役
所

11月25日(木)
～11月30日(火)

安芸区役所

12月4日(土)
～12月28日(火)

広島市立佐伯区図書館、佐伯
区役所

開催日未定 南区役所、西区役所

11月25日(木) 犯罪被害者週間ｉｎ下松 スターピア下松（下松市）
https://vs-
yamaguchi.net/info/3257/

11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害理解促進期間における広報 県庁及び全市町庁舎

11月22日(月)
～11月29日(月)

下松市役所（下松市）

12月9日(木)
～12月13日(月)

美祢市民会館（美祢市）

令和4年1月17日(月)
～1月21日(金)

山口市役所（山口市）

令和4年2月17日(木)
～2月21日(月)

宇部市文化会館（宇部市）

11月22日(月)
～12月3日(金)

「犯罪被害者週間」啓発パネル展
徳島県庁「県民ホール」（徳
島市）

11月29日(月) 犯罪被害者週間講演会
徳島グランヴィリオホテル
（徳島市）

12月1日(水) 犯罪被害者支援広報・啓発キャンペーン イオンモール徳島(徳島市)

11月11日(木) 被害者支援講演会
香川県社会福祉総合センター
（高松市）

11月25日(木) 「犯罪被害を考える週間」街頭キャンペーン ＪＲ高松駅

11月19日(金)
～11月26日(金)

瓦町FLAG（高松市）

11月29日(月)
～12月3日(金)

香川県庁ギャラリー

12月11日(土)
～12月27日(月)

じんけんフェスタ2021
丸亀町商店街（高松市）
（一部Wｅｂ開催）

https://jinken.jp

11月1日(月)
～12月1日(水)

デジタルサイネージによる啓発
県内市町
県内百十四銀行店舗

11月13日(土) 犯罪被害者支援広報キャンペーン
エミフルＭＡＳＡＫＩ
（松前町）

11/20(土)
～11/21(日)

産業祭
伊予三島運動公園
（四国中央市）

11月23日(火)祝日 犯罪被害者週間・記念講演会
松山市総合福祉センター
（場所：松山市若草町8番地
2）

http://www.shien-
ehime.or.jp/

10月16日(土) 犯罪被害者等支援広報活動
帯屋町アーケード
(高知市）

https://www.pref.kochi.lg
.jp/soshiki/141601/anzena
nshin-index.html

11月26日(金) 犯罪被害者週間街頭啓発
高知市帯屋町アーケード
（高知市）

https://www.shiencenter-
kochi.or.jp/

11月1日(月) 安全・安心コンサート 福岡市役所西側ふれあい広場

11月21日(日)
～12月8日(水)

犯罪被害者週間パネル展
えーるピア久留米（久留米
市）

https://www.city.kurume.f
ukuoka.jp/index.html

11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害者週間パネル展 福岡県庁行政棟1階ロビー

広島市市立図書館等での犯罪被害者支援　広報啓発展示

香川県

愛媛県

山口県

徳島県

広島市

広島県
（つづき）

https://www.pref.yamaguch
i.lg.jp/cms/a12100/hanzai
higaisya/keikaku.html

高知県

犯罪被害者等支援ミニパネル展

被害者支援パネル展

福岡県
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令和３年度　全国の犯罪被害者等支援のための広報啓発事業

福岡県
（つづき）

11月25日(木) 町広報誌による「犯罪被害者週間」の広報
広報誌12月号(11/25発行)に
掲載（遠賀町）

福岡市 11月1日(月) 市HPによる犯罪被害者週間の広報及び市広報誌での相談窓口等の広報
市HP及び市政だより11月15日
号に掲載

https://www.city.fukuoka.
lg.jp/shimin/seikatsuanze
n/life/hanzaihigaishashuk
an.html

11月18日(木) 被害者支援フォーラム2021 アバンセホール（佐賀市）
https://www.pref.saga.lg.
jp/kiji00358030/index.htm
l

11月25日(木)
～12月21日(火)

県立図書館における企画展示 佐賀県立図書館（佐賀市）
https://www.tosyo-
saga.jp/?page_id=130

11月20日(土) 犯罪被害者等支援講演会
ホテルセントヒル長崎
（長崎市）

https://www.pref.nagasaki
.jp/object/event-
koza/event/513460.html

12月10日(金)
～12月26日(日)

犯罪被害者等支援パネル展 長崎市立図書館

熊本県
・

熊本市

11月18日(木)
12月下旬からWEB公開予定

犯罪被害者週間事業シンポジウム
くまもと被害者支援セン
ター・熊本市のホームページ
で公開

11月1日(月)
～11月30日(火)

犯罪被害者等支援についてのパネル展示 県庁

11月8日(月)
～12月3日(金)

犯罪被害者週間啓発パネル展示
長洲町役場、玉名市役所、菊
池市役所、宇城市役所　上天
草市役所

11月13日(土)
～11月24日(水)

犯罪被害者等支援についてのパネル展示 県立図書館

11月25日(木)からWEB公開
予定

くまもと安全安心まちづくり県民大会
　（内容）犯罪被害者御遺族の講演

熊本県のホームページで
公開

https://www.pref.kumamoto
.jp/soshiki/54/110994.htm
l

10月末発行 市広報紙「市政だより」11月号での「犯罪被害者週間」広報 市内各戸へ配布

11月15日(月)
～12月3日(金)

犯罪被害者週間啓発パネル・ポスター展示
熊本市
北・中央・西区役所

11月末 区役所・総合出張所の市政情報モニターでの広報 各区役所・総合出張所

11月1日(月) 市広報紙「市報おおいた」11月1日号「犯罪被害者週間」掲載 大分市内各戸配布

11月1日(月)
市広報紙「市報さいき（11月1日号）」及び佐伯市公式HPに、「女性に対す
る暴力をなくす運動」、性犯罪被害にあった時の連絡先、シンポジウム「わ
たしたちの身近にある性暴力について考える」掲載

佐伯市内各戸配布

11月12日(金)
～11月25日(木)

若年層に向けた「女性に対する暴力をなくす運動（デートDV・性犯罪)」パ
ネル展示

さいき城山桜ホール
アートプラザ

11月25日（木） 「犯罪被害者週間」街頭啓発キャンペーン 大分駅前(大分市)

11月25日(木)
～11月28日(日)
(放送日：11月22日(月)
～11月28日(日))

佐伯ケーブルテレビ
行政チャンネル「ほっとタイム」放送
テーマ「女性に対する暴力をなくす運動（犯罪被害者等支援制度）」

佐伯市ケーブルテレビ

11月25日(木)
～11月30日(火)

犯罪被害者支援活動パネル展 日田市役所1階ロビー

11月25日(木)
～12月1日(水)

犯罪被害者支援活動パネル展
大分県庁(大分市)
運転免許センター

11月25日(木)
～12月1日(水)

大型スクリーンによる犯罪被害者支援週間に関する広報
大分駅前アーケード前、
トキハ大分店

11月27日（土）
シンポジウム
「私たちの身近にある性暴力について考える」
①講演②パネルディスカッション

佐伯東地区公民館
https://www.city.saiki.oi
ta.jp/kiji0035721/index.h
tml

11月30日(火)
～12月13日(月)

人権週間パネル展示の中で、犯罪被害者支援制度についての展示 佐伯市役所1階展示ホール

11月25日(木)
〜12月1日(水)

犯罪被害者支援に関するパネル展 宮崎県立図書館

10月3日(日) 「犯罪被害者支援の日」街頭キャンペーン ＪＲ鹿児島中央駅東口ほか
https://www.kagoshima-
shien.jp/

11月25日(木) 犯罪被害者週間オープニングキャンペーン ＪＲ鹿児島中央駅東口ほか

11月26日(金)
警察学校生による高校生等に対する
犯罪被害者支援広報キャンペーン

姶良市内の高校ほか

12月1日(水) 犯罪被害者支援フォーラム2021inかごしま
かごしま県民交流センター
（鹿児島市）

沖縄県 11月25日(木) 「犯罪被害者週間」街頭キャンペーン カフーナプラザ

https://www.pref.okinawa.
jp/site/kodomo/shohikuras
hi/anzenkatsudo/hannzaihi
gaisya.html

熊本市

熊本県

佐賀県

長崎県

宮崎県

鹿児島県

大分県
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11月25日(木)
～12月1日(水)

「犯罪被害者週間」パネル展
カフーナプラザ（那覇市）、
県立図書館

https://www.pref.okinawa.
jp/site/kodomo/shohikuras
hi/anzenkatsudo/hannzaihi
gaisya.html

11月中
県広報媒体（広報誌、ＳＮＳ、テレビ、ラジオ）、県内地元紙広告、デジタ
ルビジョンによる広報

県内

沖縄県
（つづき）
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