
市町村名 行事、広報啓発活動名 実施時期 内容 URL

旗の掲示
6月23日（木）
～6月29日（水）

場所：本庁１階玄関付近
宮崎市男女共同参画センター「パレット」

のぼり旗の掲示
6月23日（木）
～6月29日（水）

場所：各総合支所

庁内への情報提供
6月23日（木）
～6月29日（水）

市庁内LANの新着情報に「男女共同参画週
間」の紹介を行う

男女共同参画週間パネル展

「ベアテ・シロタさん」の特別パネル
展

6月23日（木）
～6月29日（水）

・男女共同参画に関するパネル展示
・戦後日本国憲法に「男女平等」を書いた
ベアテ・シロタさんに関するパネル展示

場所：宮崎市男女共同参画センター「パ
レット」

「みやざきのパパたち写真展2022」
6月23日（木）
～6月29日（水）

男性（パパやおじいちゃん）が育児に参加
している様子の写真を市民より公募し、展
示

「可能性へのチャレンジ～私らしく、
自分らしく～」

6月23日（木）
13：30～15：30

多様な生き方やジェンダー平等など、これ
からの子どもたちに伝えたいことについ
て、地元のサッカーチームの選手とふれあ
いながら一緒に考える場

男女共同参画週間　上映会
「私は男女平等を憲法に書いた」

6月25日(土)
13：00～15：00

戦後日本国憲法に「男女平等」を書いたベ
アテ・シロタさんを追ったドキュメンタ
リー映画の上映会

男女共同参画推進員（宮崎市関連）
意見交換会（令和４年度・第１回）

6月26日（日）
9：00～9：45

宮崎県男女共同参画推進員のうち、宮崎市
内・近郊在住の推進員の方との意見交換会

「自分らしく生きる、働く～私のキャ
リアライフプラン～」

6月26日（日）
10：00～11：30

宮崎日日新聞社の中川美香さんを講師に迎
え、子育てをしながら続けてきた28年間の
記者人生や、その中で見えてきたことなど
に関する講話

宮崎市男女共同参画センター「パレッ
ト」ホームページとフェイスブック・
インスタグラム等SNSへの掲載

6月中 男女共同参画週間のお知らせ https://pal-let.jp/

市の広報誌(広報都城)での掲載 6月1日号 男女共同参画週間について
　・思い込みや偏見について
　・パネル展開催について

市民サロンでパネル展開催 6月23日（木）～
29日（水）

・ポスター掲示  ・パンフレット等設置
・来場者が自分の思いをかいてパネルを作成
等

男女共同参画川柳募集 5月2日（月）～
10日（金）

日々の暮らしで感じる性別による役割分担や
習慣への疑問・体験、男女共同参画社会実現
に向けたメッセージなどを表現した川柳を募集
するもの

ラジオでの広報 6月 ラジオに出演し、男女共同参画について啓発
ホームページへの掲載 6月 ・男女共同参画週間について

・男女共同参画のキャッチフレーズ
・パネル展の開催について

「男女共同参画週間企画展」開催 6/18（土）～
6/30(木）

・場所：延岡市立図書館
・関連図書、啓発資料、情報誌等展示
・のぼり旗掲示

「広報のべおか６月号」での広報 6月初旬 男女共同参画週間の周知
キャッチフレーズの周知

市役所前電光掲示板での広報 6/23（木）～
6/29(水）

男女共同参画週間の周知
キャッチフレーズの周知

のぼり旗の掲示 6/23（木）～
6/29(水）

場所：男女共同参画センター

市役所１階市民課窓口モニターでの広
報

6/23（木）～
6/29(水）

男女共同参画週間の周知
キャッチフレーズの周知

関連本展示
6月22日（水）～
6月29日（水）

市立図書館にて、男女共同参画関連本展示
コーナーの設置

広報紙への掲載 6月15日号
男女共同参画週間の告知
市立図書館での関連本展示の紹介

広報誌への掲載 6月15日号 男女共同参画週間についてのおしらせ

ホームページへの掲載 6月23日（木）～6月
29日（水）

男女共同参画週間についてのおしらせ https://www.city.kobayashi.lg.j
p/soshikikarasagasu/shiminsei
katsubushiminka_jinkengurupu/
index.html

ポスター、のぼり旗の掲示 6月23日（木）～6月
29日（水）

本庁舎、野尻庁舎、須木庁舎に掲示

啓発物の掲示 6月23日（木）～6月
29日（水）

本庁舎1階多目的スペースにて掲示

啓発物の配布 6月23日（木）～6月
29日（水）

各窓口にチラシ等の啓発物を設置し配布

男女共同参画週間啓発パネル展 6月21日（火）～
6月29日（水)

・場所：市役所１階市民ホール
・パネル展示、啓発資料設置

男女共同参画週間啓発パネル展 6月30日（木）～
7月7日（木)

・場所：市立図書館２階
・パネル展示、啓発資料設置
・男女共同参画関連書籍の案内

街頭啓発運動 6月26日（日） ・場所：イオン日向店
・啓発グッズ及び啓発チラシの配布

市ホームページへの掲載 6月14日（火）～
7月7日（木）

・男女共同参画週間のお知らせ
・パネル展のお知らせ

https://www.hyugacity.jp/

日南市

・掲載内容は5月31日時点のものです
・詳細は各市町村の男女共同参画行政担当窓口にお問い合わせください

日向市

都城市

令和４年度「男女共同参画週間」　市町村の取組一覧

宮崎市

小林市

延岡市



市町村名 行事、広報啓発活動名 実施時期 内容 URL

・掲載内容は5月31日時点のものです
・詳細は各市町村の男女共同参画行政担当窓口にお問い合わせください

令和４年度「男女共同参画週間」　市町村の取組一覧

のぼり旗の掲示 6月23日（木）～
6月29日（水）

・場所：男女共同参画社会づくり推進ルーム
「さんぴあ」

広報ひゅうが６月号への掲載 6月初旬 ・男女共同参画週間のお知らせ
・パネル展のお知らせ

ＦＭひゅうが 6月13日（月）～
6月24日（金）

・男女共同参画週間のお知らせ
・パネル展のお知らせ

のぼり旗の掲示 ６月２３日（木）～
６月２９日（水）

場所：市庁舎内

市ホームページ及びFacebookへの掲載 ６月上旬 男女共同参画週間のお知らせ
男女共同参画週間啓発パネル展 6月23日（木）～

6月29日（水）
・場所：西都市立図書館
・パネル展示
・啓発資料設置

広報さいとへの掲載 6月号 ・男女共同参画週間のお知らせ

お知らせへの掲載 6月15日号 ・男女共同参画週間のお知らせ

市ホームページへの掲載 6月中 ・男女共同参画週間及びパネル展のお知らせ http://www.city.saito.lg.jp

男女共同参画週間ポスター掲示 6月中 ・場所：庁舎、生きがい交流広場、西都市公民
館

男女共同参画週間啓発パネル展 6月23日（木）～
6月29日（水）

・場所：市役所本庁2階ロビー／えびの市民図
書館
・パネル展示
・啓発資料設置

広報えびの掲載 6月号 ・男女共同参画週間について

のぼり旗の掲示（市役所） 6月23日（木）～
6月29日（水）

・男女共同参画週間の告知

市ホームページへの掲載 6月1日（水）～
6月29日（水）

・男女共同参画週間の告知

回覧への掲載 6月15日号回覧 ・男女共同参画週間のお知らせ

啓発ポスター等展示 6月23日（木）～6月
29日（水）

・場所：役場庁舎内ロビー
・ポスター、啓発資料展示、のぼり旗設置

卓上のぼり旗設置 6月23日（木）～6月
29日（水）

・場所：役場内各課カウンター
・週間啓発の卓上のぼり旗を設置

啓発コーナー設置 6月23日（木）～6月
29日（水）

・場所：三股町立図書館
・関連図書コーナー設置

パネル展 6月中 場所：庁舎内
パネル展示
のぼり旗、リーフレット等の設置

ポスター掲示 6月中 場所：庁舎内

町ホームページ掲載 6月中 町ホームページへの掲載（男女共同参画週間
のお知らせ）

http://www.town.kunitomi.miya
zaki.jp/main/info/page000973.
html

のぼり旗の掲示 6月23日（木）～
6月29日（水）

男女共同参画週間のお知らせ

卓上ミニのぼり旗の掲示 6月23日（木）～
6月29日（水）

ミニのぼり旗を役場庁舎各課窓口、庁舎階段
へ掲示

町広報誌掲載 ６月号 男女共同参画週間のお知らせ

ポスター掲示 6月1日（水）～
6月29日（水）

場所：庁舎内、町図書館、町公民館、てるは
ドーム

ホームページへの掲載 5月31日（月）～
6月29日（火）

男女共同参画週間のお知らせ、男女共同参
画局・宮崎県男女共同参画センター・宮崎市
男女共同参画局のリンク貼付

https://www.town.aya.miyazaki
.jp/

ポスター掲示 6月中 ・場所：庁舎内

町週報での周知 6月10日（金）発行分 ・男女共同参画週間のお知らせ

町広報媒体への掲載（広報誌、HP） 6月中 男女共同参画週間についてのお知らせ http://www.town.shintomi.lg.jp

ポスター掲示 6月中 新富町役場内

ポスター掲示 6月中 場所：庁舎内

SNSによる広報 6月23日（木） 男女共同参画週間のお知らせ

防災無線による広報 6月中 男女共同参画週間のお知らせ

新富町

木城町

串間市

日向市

西都市

綾町

高鍋町

えびの市

三股町

国富町

高原町



市町村名 行事、広報啓発活動名 実施時期 内容 URL

・掲載内容は5月31日時点のものです
・詳細は各市町村の男女共同参画行政担当窓口にお問い合わせください

令和４年度「男女共同参画週間」　市町村の取組一覧

町公式Facebookでの広報 6月22日（水） 男女共同参画週間について

ポスターの掲示 6月7日（火）～
29日（水）

男女共同参画週間のポスター
場所：庁舎内及び公民館

町ウェブサイトでの広報
※リンクは期間中に有効となります。

6月17日（金）～
29日（水）

男女共同参画週間について https://www.town.kawaminami.
miyazaki.jp/soshiki/2/1225.ht
ml

各世帯配布の週報及びホームページへ
の掲載

6月9日発送の週報
及びホームページに
も掲載予定

男女共同参画週間のお知らせ
https://www.town.tsuno.lg/jp

のぼり旗の掲示 6月中旬 役場正面玄関前

男女共同参画週間パネル展
6月23日（木）～
6月29日（水）

男女共同参画に関するパネルを展示　場所：
かどがわ温泉　心の杜

広報かどがわ6月号掲載 6月1日 町内全世帯に配布

啓発のぼりの設置
6月23日（木）～
6月29日（水）

門川駅に啓発のぼりを設置

広報誌への掲載 ６月中 男女共同参画週間のお知らせ

告知端末「やまびこ通信」による告知 ６月中 男女共同参画週間のお知らせやそれに伴うイ
ンタビュー

のぼり旗の掲示 ６月中 場所：椎葉村役場

町広報誌への掲載 6月号 男女共同参画週間のお知らせ

ポスター等の掲示 6月中 内閣府作成のポスターを庁舎内に掲示
ケーブルテレビ文字放送 6月19日(日)～

7月2日(土)
町内ケーブルテレビの文字放送で男女共同
参画週間及び宮崎県男女共同参画センター
電話相談について周知

町広報誌「高千穂」に掲載 6月号 男女共同参画週間のお知らせ

のぼり旗掲示
6月23日(木)～
6月29日(水)

庁舎周辺にのぼり旗設置

ポスター掲示 6月中 庁舎内及び出張所に掲示

日之影町 町広報誌｢ひのかげ｣6月号記載 6月15日発行 男女共同参画週間のお知らせ

五ヶ瀬町
のぼり旗の掲示 6月中旬～（雨天時

除く）
場所：役場前駐車場内

都農町

高千穂町

美郷町

椎葉村

門川町

川南町


