
市町村名 行事・広報啓発活動 実施日 項　目 内　　容

男女共同参画パネル展 6月23日～29日 パネル展
下記の箇所において「男女共同参画都市宣言」「令和4年度男女共同参画週間ポスター」等のパネル展を実施予定
・山形市総合福祉センター１階交流ロビー

市報による広報 6月1日 広報物発行 ６月１日の市報に、男女共同参画週間について掲載

ホームページによる広報 6月23日～29日
ホームページ等に

よる周知
ホームページに、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

女性の権利１１０番 6月28日 その他 女性の抱える問題を法律により解決し、女性の人権を保護することを目的として、弁護士による法律相談（山形県弁護士会と共催）を実施

市報による広報 6月17日 広報物発行 ６月２０日号の市報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ホームページによる広報 6月16日～29日
ホームページ等に

よる周知
ホームページに、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

男女共同参画パネル展 6月23日～29日 パネル展 庁舎ロビーにおいて「男女共同参画パネル展」を実施

市報による広報 6月1日 広報物発行 ６月１日号の市報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

男女共同参画パネル展 6月23日～29日 パネル展 市庁舎において「男女共同参画パネル展」を実施。同時に、啓発ＤＶＤを上映。

市報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の市報に、男女共同参画週間の周知とパネル展のお知らせについて掲載

ホームページによる広報 6月15日
ホームページ等に

よる周知
６月１５日から市ホームページに、男女共同参画週間の周知とパネル展のお知らせについて掲載

男女共同参画パネル展 6月23日～29日 パネル展 庁舎市民ホールにおいて「男女共同参画パネル展」を実施

市報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の市報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ホームページによる広報 6月1日
ホームページ等に

よる周知
６月１日から市ホームページに、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

男女共同参画パネル展 6月22日～29日 パネル展 庁舎ロビーにおいて「男女共同参画パネル展」を実施

市報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の市報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ホームページによる広報 6月15日
ホームページ等に

よる周知
市ホームページに、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ポスターによる広報 6月上旬 その他 内閣府作成のポスターを庁舎内に掲示

男女共同参画パネル展 6月16日～30日 パネル展 庁舎市民サロンにおいて「男女共同参画パネル展示」を実施

市報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の市報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ホームページによる広報 6月15日
ホームページ等に

よる周知
６月１5日から市ホームページに、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

男女共同参画パネル展 6月23日～29日 パネル展 庁舎ロビーにおいて「男女共同参画パネル展」を実施

町報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の町報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

男女共同参画パネル展 6月15日～6月29日 パネル展 中山町中央公民館において「男女共同参画パネル展示」を実施

町おしらせ版による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の町報お知らせ版に、男女共同参画週間とパネル展について掲載

町ホームページによる周知 6月15日～29日
ホームページ等に

よる周知
町ホームページに、男女共同参画週間とパネル展示について掲載

町報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の町報に、男女共同参画週間について掲載

ホームページによる周知 6月13日～29日
ホームページ等に

よる周知
ホームページで男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

関連図書の本コーナーを開設 6月23日～29日 その他 町立図書館にて男女共同参画関連の本コーナーを開設

西川町 お知らせ版による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号のお知らせ版に、男女共同参画週間について掲載

男女共同参画パネル展 6月23日～29日 パネル展 庁舎ロビーにおいて「男女共同参画パネル展」を実施

お知らせ板(町報)による広報 6月16日 広報物発行 ６月１６日号の町報にて男女共同参画の特集の掲載（男女共同参画に関する制度の周知、町内の取り組みや町内で活躍する女性の紹介）

男女共同参画パネル展 6月23日～29日 パネル展 中央公民館ロビーにおいて「男女共同参画パネル展」を実施

町報による広報 6月10日 広報物発行 ６月１0日号の町の広報誌に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ホームページ、SNSによる周知 6月11日～29日
ホームページ等に

よる周知
ホームページ、SNSで男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

町おしらせ版による広報 6月10日～29日 広報物発行 ６月10日号のお知らせ版に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

関連書籍の紹介 6月23日～29日 その他 町立図書館にて男女共同参画関連書籍のコーナーを開設

新庄市 市報による広報 6月10日 広報物発行 ６月10日の市報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

金山町 町報による広報 6月17日 広報物発行 ６月１7日号のお知らせ版に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

町報による広報 6月23日 広報物発行 ６月２３日号の町報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ホームページによる周知 6月16日～29日
ホームページ等に

よる周知
町ホームページに男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

舟形町 町報による広報 6月10日 広報物発行 ６月１0日発行589号のお知らせ版に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

男女共同参画パネル展 6月23日～29日 パネル展 中央公民館において「男女共同参画パネル展」を実施

町報による広報 6月25日 広報物発行 ６月２５日号発行の町広報に男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

男女共同参画に係るポスター掲
示

6月23日～29日 その他 内閣府男女共同参画局配布のポスターを公共施設に掲示

天童市

朝日町

東根市

河北町

山辺町

中山町

令和4年度男女共同参画週間　予定行事・広報啓発活動一覧（県内市町村）

上山市

寒河江市

山形市

尾花沢市

村山市

大江町

真室川町

大石田町

最上町

パネル展 広報物発行 ホームページ等による周知 庁内放送 講座 その他



市町村名 行事・広報啓発活動 実施日 項　目 内　　容

広報誌による広報 6月3日 広報物発行 ６月３日号の広報誌に、男女共同参画週間について掲載

ホームページによる周知 6月16日～29日
ホームページ等に

よる周知
村ホームページに男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

鮭川村 広報誌による広報 6月13日 広報物発行 ６月13日号の広報誌に、男女共同参画週間について掲載

ホームページによる周知 6月23日
ホームページ等に

よる周知
村ホームページに男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ポスターの掲示 6月23日～6月29日 その他 庁内にポスターを掲示

男女共同参画パネル展 6月15日～21日 パネル展 市役所1階市民ホールにおいて「男女共同参画パネル展」を実施

市報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１5日号の市報に、男女共同参画週間について掲載

男女共同参画パネル展 6月下旬 パネル展 市庁舎内等において「男女共同参画パネル展」を実施

市報による広報 6月1日 広報物発行 ６月１日号の市報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ホームページによる周知 6月15日
ホームページ等に

よる周知
市ホームページに男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

男女共同参画パネル展 6月13日～29日 パネル展 南陽市役所１階中央ホールにおいてパネル展開催

市報等による広報 6月16日 広報物発行 市報なんよう６月1日号及び地区公民館たより、男女共同参画週間キャッチフレーズ等掲載

男女共同参画関連蔵書展 6月23日～29日 その他 市立図書館にて男女共同参画関連本コーナー開設､チェリアパンフレット等 併せて設置

チラシ等配布 6月中旬 その他 「えくぼ女性ネットワーク会議」を通して市内各団体等へチラシ・ポスター配布

ホームページ等による周知 6月
ホームページ等に

よる周知
高畠町公式ホームページ、ＦＢ、ＬＩＮＥにおいて、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

男女共同参画図書企画展 6月1日～7月31日 その他 町立図書館において、男女共同参画に関する図書の企画展を実施

男女共同参画パネル展 6月 パネル展 町内公共施設等において男女共同参画パネルを展示

町報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の町報に、男女共同参画週間について掲載

ホームページ、フェイスブックによ
る広報

6月15日
ホームページ等に

よる周知
町ホームページにおいて、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

関連書籍の紹介 6月16日～30日 その他 町立図書館において関連図書コーナーを設置

男女共同参画パネル等展示 6月20日～7月1日 パネル展 役場庁舎、ショッピングセンターアスモにおいて男女共同参画パネルを展示

ホームページによる周知 6月23日～29日
ホームページ等に

よる周知
町ホームページにおいて、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

町報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の町報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ホームページによる周知 6月15日
ホームページ等に

よる周知
町ホームページにおいて、男女共同参画週間とキャッチコピー、町男女共同参画計画について掲載

関連図書展示会 6月23日～7月6日 その他 町立図書館において、男女共同参画週間と合わせ、関連図書の展示会の実施

飯豊町 ホームページによる周知 6月8日～30日
ホームページ等に

よる周知
町ホームページにおいて、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

男女共同参画パネル等展示 6月23日～29日 パネル展 鶴岡市役所一階ロビーにおいて男女共同参画パネルを展示

市報による広報 6月1日 広報物発行 6月1日号広報へ、当週間のキャッチコピー・主旨等について掲載

ホームページによる周知 6月23日～29日
ホームページ等に

よる周知
市ホームページ内に専用ページを設け、関連ページとともに情報発信

男女共同参画パネル展 6月23日～7月3日 パネル展 酒田市男女共同参画推進センター「ウィズ」において男女共同参画パネル展を実施

市報による広報 6月1日 広報物発行 ６月１日号の市報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ホームページ等による周知 6月1日
ホームページ等に

よる周知
市ホームページで、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

本庁舎1階表示板での放映 6月16日～6月30日 庁内放送 本庁舎1階表示板で、男女共同参画週間とキャッチコピー、男女共同参画パネル展について周知

ウィズ講座 7月2日 講座 酒田市男女共同参画推進センター「ウィズ」において男女共同参画に関する講座を開催

ウィズ登録団体研修・情報交換会 6月23日 その他 酒田市男女共同参画推進センター「ウィズ」登録団体向けの研修・情報交換会

三川町 町報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の広報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

庄内町 町報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の広報に、男女共同参画週間とキャッチコピー、相談窓口について掲載。

町報による広報 6月15日 広報物発行 ６月１５日号の広報に、男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載

ホームページ等による周知 6月1日～29日
ホームページ等に

よる周知
男女共同参画週間に関するページ（キャッチフレーズの紹介など）を開設

ポスター･チラシ・パンフレットの掲
示・配架

随時 その他 役場本庁舎・生涯学習センターにおける男女共同参画に関する発行物の掲示・配架

民間団体等
（再掲）

行事・広報啓発活動 実施日 項　目 内　　容

えくぼ女性ネット
ワーク会議

えくぼ女性ネットワーク会議 6月中旬 その他 南陽市内各団体等へチラシ･ポスター等配布

遊佐町

米沢市

大蔵村

川西町

鶴岡市

高畠町

小国町

長井市

白鷹町

南陽市

戸沢村

酒田市


