
市町村 イベント・媒体の名称等 種類 実施・発行時期 場所 主な内容 関連HP

展示・イベント
「男女共同参画週間事業」

その他
　6月23日（水）

～
　6月29日（火）

大阪市役所玄関ロビー
大阪市役所玄関ロビーにおいて、男女共同参画に関する啓
発パネル等を展示する。

https://www.city.osaka.lg.jp/shim
in/page/0000504986.html

庁内放送 その他
　6月23日（水）

～
　6月29日（火）

大阪市役所
市役所で男女共同参画週間にかかる庁内放送を実施するこ
とで，周知・啓発を図る。

https://www.city.osaka.lg.jp/shim
in/page/0000504986.html

男女共同参画週間パネル展 イベント実施
6月18日（金）～
6月29日（火）

堺市立男女共同参画セン
ター

男女共同参画社会の実現をテーマにした展示
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodat
e/shogai/shiryou_etc/shisetu/danjo
kyocenter/gaiyou.html

男女共同参画週間事業 その他
6月18日（金）～
6月29日（火）

堺市立男女共同参画セン
ター

懸垂幕の掲出
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodat
e/shogai/shiryou_etc/shisetu/danjo
kyocenter/gaiyou.html

男女共同参画週間関連資料
展示

イベント実施
6月21日(月)～7月

10日(土）

とよなか男女共同参画推進
センターすてっぷ
情報ライブラリー

以下のテーマで男女共同参画関連の所蔵資料を展示
①令和3年度の内閣府男女共同参画局キャッチコピー関連資
料
②豊中市立図書館、市内小中学校との連携展示（「なりた
い自分」になろう！）

http://toyonaka-
step.jp/various_posts/lis210524
/

男女共同参画週間事業講演
会

イベント実施
7月4日（日）

14:00～16:00

とよなか男女共同参画推進
センターすてっぷ
すてっぷホール

「SDGｓでつくる豊中の未来　ジェンダー平等へのステッ
プ」
　・基調講演（三輪敦子／ヒューライツ大阪所長）
　・ 豊中市の現状報告（足立副市長）
　・対談（三輪敦子・足立副市長）

http://toyonaka-
step.jp/events/sponsored/biz21070
4/

広報いけだ 刊行物等発行 6月1日（月） 池田市内 6/1号に男女共同参画週間についての記事を掲載
http://www.city.ikeda.osaka.jp
/soshiki/siminseikatsu/jinkenb
unka/index.html

男女共同参画週間啓発展示 イベント実施
6月15日（火）～
6月29日（火）

池田市役所1階ロビー 男女共同参画に関する啓発ポスター展示 同上

男女協働参画講演会（市民
企画講座）

イベント実施
６月１９日（土）
10:00～12:00

オンライン（Zoom）
「コロナ禍での女性の労働問題」
講師：竹信三恵子（ジャーナリスト）

https://www.city.minoh.lg.jp/danjyo/
keihatu/kouennkai_kouza.html

ホームページによる周知 その他
５月３１日（月）～
６月３０日（水）

男女共同参画週間の周知
https://www.city.minoh.lg.jp/danjyo/i
ndex.html

豊能町 広報とよの 刊行物等発行 ６月号 全戸配布・各施設 男女共同参画週間についての記事掲載
http://www.town.toyono.osaka.j
p/

能勢町 啓発のぼり設置 その他
6月23日（水）～
6月29日（火）

庁舎及び各施設 庁舎及び各施設に啓発のぼりを設置
http://www.town.nose.osaka.jp/chos
ei/jinken_heiwa/index.html

ホームページによる周知 その他 6月23日～29日 吹田市HP 公式HPに男女共同参画週間とキャッチコピーについて掲載
https://www.city.suita.osaka.jp/h
ome/soshiki/div-
shimin/jinken.html#1

SNS（Facebook、
Twitter）での周知

その他 6月23日～29日 ‐ 公式SNSにて男女共同参画週間について周知
https://www.city.suita.osaka.jp/hom
e/soshiki/div-shimin/danjoc.html

情報ライブラリーテーマ展
示「男女共同参画週間」

その他 6月23日～29日
吹田市立男女共同参画セン
ター・デュオ

情報ライブラリーにて「男女共同参画週間」の関連図書等
の特設展示を実施

https://www.city.suita.osaka.jp/hom
e/soshiki/div-shimin/danjoc.html

広報たかつき 刊行物等発行 ６月号 高槻市 男女共同参画及び男女共同参画週間についてのコラム
http://www.city.takatsuki/osaka.jp/k
akuka/shimin/jinkenda/event_kouza
/R2danjokyodosankakucorumm.html

JR高槻南人工デッキ情報提
供施設を利用したポスター
の掲示

刊行物等発行
６月２２日（火）

～６月３０日（水）
JR高槻駅南人工デッキ

JR高槻駅南人工デッキ情報提供施設を利用して「男女共同
参画週間」のお知らせポスターを掲示

http://www.city.takatsuki/osaka.jp/k
akuka/shimin/jinkenda/index.html

男女共同参画週間記念イベ
ント　「～ジェンダー平等
へ歩みだした北京会議から
２５年～みんなで学ぼう
『北京＋２５』」

イベント実施 ６月２７日（日）
クロスパル高槻５階
視聴覚室

・講師　伍賀偕子さん（高槻ジェンダー研究ネットワー
ク、北京会議に参加）による講演
・北京会議参加者からのメッセージ紹介

http://www.city.takatsuki/osaka.jp/k
akuka/shimin/jinkenda/event_kouza
/R2danjokyodosankakushukanjigyo.h
tml

男女共同参画週間展示 その他 ６月中旬から下旬
茨木市立男女共生センター
ローズＷＡＭ

男女共同参画に関する展示を施設エントランス付近に常設
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kik
ou/shimin/wam/index.html

広報「いばらき」6月号 刊行物等発行 6月号 全戸配布、市内各施設等 広報誌に男女共同参画週間に関する記事を掲載
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kik
ou/shimin/jinken/index.html

懸垂幕の掲出 その他 6月上旬から下旬 茨木市役所 男女共同参画週間の懸垂幕を市役所本庁舎に掲出
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kik
ou/shimin/jinken/index.html

男女共同参画週間パネル展 イベント実施
6月22日（火）

～6月29日（火）
摂津市立コミュニティプラ
ザ　1階エントランス

男女共同参画に関する啓発ポスター展示 http://www.with-settsu.jp/

男女共同参画セミナー イベント実施 6月26日（土）
摂津市立コミュニティプラ
ザ　3階コンベンション
ホール

講演会：「あふれでたのはやさしさだった　奈良少年刑務
所　心を開いた詩の教室」
講師：尞　美千子 氏

http://www.with-settsu.jp/

吹田市

■令和３年度　府内各市町村における男女共同参画週間関連行事等について

大阪市

豊中市

池田市

箕面市

※新型コロナウイルス感染症の影響等により、行事が中止または日程変更となる場合があります。詳しくは関連ＨＰよりご確認ください。

堺市

高槻市

茨木市

摂津市



市町村 イベント・媒体の名称等 種類 実施・発行時期 場所 主な内容 関連HP

■令和３年度　府内各市町村における男女共同参画週間関連行事等について
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、行事が中止または日程変更となる場合があります。詳しくは関連ＨＰよりご確認ください。

町公式ホームページによる
周知

その他 6月3日（木）～
町公式ＨＰの「男女共同参画」のページ内に、週間実施と
キャッチフレーズについての記事を掲載

http://www.shimamotocho.jp/gy
ousei/kakuka/sougouseisakubu
_sintaisei/jinkenbunka_senta/da
njyokyoudousankaku/1533189
602930.html

男女共同参画に関するブッ
クフェア

イベント実施
島本町立人権文化セン
ター・島本町立図書館

（人権文化センター）館内の人権ライブラリーで関連図書
を集約展示　（図書館）館内で関連図書を集約展示

広報しまもとへの記事掲載 刊行物等発行 6月1日（火） 町内各施設
広報しまもと6月号に、キャッチフレーズ入りの啓発記事を
掲載

http://www.shimamotocho.jp/gy
ousei/kakuka/sougouseisakubu
_sintaisei/komyunithisuisinka/ko
uhou/kouhousimamoto/r3_kou
houshimamoto/16220890021
71.html

ポスター掲示による周知 その他
6月3日（木）～
6月29日（火）

島本町立人権文化センター 館内にポスターを掲示

町公式LINE・facebookに
よる周知

その他 　6月23日（火） 町公式LINE・facebookに記事を投稿

【LINE】
http://www.shimamotocho.jp/gy
ousei/kakuka/sougouseisakubu
_sintaisei/komyunithisuisinka/ko
uhou/LINE/1584338589798.h
tml
【Facebook】
http://www.shimamotocho.jp/gy
ousei/kakuka/sougouseisakubu
_sintaisei/komyunithisuisinka/ko
uhou/1428972999394.html

職員のレインボーリボン着
用

その他
6月23日（水）～
6月29日（火）

町内各施設
職員がレインボーリボンを着用し、性の多様性への理解を
アピール。

女性相談の夜間対応 イベント実施 6月22日（火） 島本町ふれあいセンター
男女共同参画週間に合わせ、定例の女性相談の時間を夜間
に変更して実施。（6/22　通常13時～17時のところ、
15時～19時へ変更。）

http://www.shimamotocho.jp/gy
ousei/kakuka/sougouseisakubu
_sintaisei/jinkenbunka_senta/so
udan/1391587405785.html

男女共同参画週間記念のつ
どい

イベント実施 6月27日
市役所会議室
103～106

映画会「火火」
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/k
akukanoannnai/shiminseikatubu/jink
enshitsu/index.html

LGBTなんでも相談 その他 6月20日 市役所相談室507 相談
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/k
akukanoannnai/shiminseikatubu/jink
enshitsu/index.html

男女共同参画週間事業 イベント実施 8月1日（日）
枚方市総合文化芸術セン
ター別館　多目的ホール

講演会「パパになった旦那よ、ママの本音を聞け！よりよ
い夫婦関係を育てるコミュニケーション」
講師　野々村友紀子さん（放送作家）
※時期はずれるが週間事業として実施する。

男女共生フロア・ウィル

広報ひらかた6月号 刊行物等発行 6月 全戸配布 男女共同参画週間についての記事を掲載

「男女共生フロアウィルだ
より」の発行

刊行物等発行 ６月 男女共生プロア・ウィル等
定期的に発行している「男女共生フロアだより」で、男女
共同参画週間にあわせた特集記事を掲載し、配布する。

ポスター掲示 その他
6月23日(水)～6月

29日(火)
公共施設 内閣府が作成したポスターを公共施設に掲示。

のぼり旗の設置 その他
6月23日(水)～6月

29日(火)
寝屋川市本庁敷地内

「男女共同参画週間」を印字したのぼり旗を寝屋川市本庁
敷地内に設置。

男女共同参画社会ワンフ
レーズの募集

その他
６月１日（火）～８

月15日（日）
寝屋川市立男女共同参画推
進センター

「寝屋川市の男女共同参画の推進」をイメージした30字程
度のわかりやすく親しみやすいワンフレーズを募集。

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/
organization_list/kikikanri/suishincen
ter/message/1623648696556.html

男女共同参画週に関するパ
ネルなどの展示

その他
6月1日(火)～6月

30日(水)
寝屋川市立男女共同参画推
進センター

第５期ねやがわ男女共同参画プランをテーマとしたパネル
などを展示。

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/
organization_list/kikikanri/suishincen
ter/tenji/1603680164603.html

男女共同参画週間セミナー イベント実施 6月24日(木)
寝屋川市立男女共同参画推
進センター

第５期ねやがわ男女共同参画プランをテーマとしたセミ
ナーを市民向けに実施。

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/
organization_list/kikikanri/suishincen
ter/flatseminar/R3/1621575144489.
html

広報だいとう　６月号 刊行物等発行 ６月号 全戸配布、各施設
・「人権のひろば」のページにて男女共同参画にかかる記
事を掲載
・男女共同参画週間とキャッチフレーズについて掲載

http://www.city.daito.lg.jp/kouho
udaito/

ホームページ・Facebook
による周知

刊行物等発行 ６月 大東市ホームページ 男女共同参画週間に関する記事を掲載
http://www.city.daito.lg.jp/kuras
hinoguide/kyoiku_gakushu_jinke
n/1505376159467.html

島本町

枚方市

守口市

寝屋川
市

大東市



市町村 イベント・媒体の名称等 種類 実施・発行時期 場所 主な内容 関連HP

■令和３年度　府内各市町村における男女共同参画週間関連行事等について
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、行事が中止または日程変更となる場合があります。詳しくは関連ＨＰよりご確認ください。

図書コーナーの設置 イベント実施 ６月 男女共同参画ルーム
男女共同参画週間とキャッチフレーズについて掲示し、関
連図書を集めた特設コーナーを設置

電光掲示板 その他 ６月 大東市立生涯学習センター 男女共同参画週間、キャッチフレーズの広報・啓発

啓発グッズ その他
6月18日～6月29

日
市役所庁舎及び市施設など
計39か所

令和３年度男女共同参画週間キャッチフレーズ入りのポ
ケットティッシュを配架して啓発

https://www.city.kadoma.osaka.jp/ku
rashi/danjokyodo/index.html

懸垂幕 その他
6月23日～6月29

日
市役所庁舎 6月23日～6月29日は男女共同参画週間の旨を啓発

https://www.city.kadoma.osaka.jp/ku
rashi/danjokyodo/index.html

週間ポスター その他 6月1日～6月29日
市役所庁舎・門真市女性サポートス
テーション・モノレール門真市駅の
各掲示板

内閣府男女共同参画局が作成した、令和３年度男女共同参
画週間ポスターを掲示して啓発

https://www.city.kadoma.osaka.jp/ku
rashi/danjokyodo/index.html

四条畷
市

パネル展 その他 6月23日～29日
四條畷市市民総合センター
ロビー

・日本と世界の男女共同参画いついて
・イクメンコンテスト受賞作品発表

https://www.city.shijonawate.lg.jp/so
shiki/12/20407.html

交野市 ホームページによる周知 刊行物等発行 6月 男女共同参画週間の周知 ttps://www.city.katano.osaka.jp

イベント実施 6月26日
東大阪市立男女共同参画セ
ンター・イコーラム

・文美月さんによる講演“思いの強さと行動で私は「輝
く」”
・「男女共同参画社会に向けてひとことメッセージ」入選
作品の紹介

イベント実施 6月22日～7月3日
東大阪市立男女共同参画セ
ンター・イコーラム

【ギャラリー展示】
 ・「男女共同参画社会に向けてひとことメッセージ」入選
作品
 ・「働き方の国際比較—日本と世界ジェンダーの視点から
—」

懸垂幕の掲揚 その他 6月1日～30日 東大阪市役所本庁舎 男女共同参画週間についての懸垂幕の掲揚

ホームページの掲載 その他 5月12日～ 市ホームページ 男女共同参画週間に関する啓発記事を掲載
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0
000030419.html

「すみれだより」にて啓発
記事掲載

刊行物等発行 ６月号
男女共同参画センター「す
みれ」等

八尾市男女共同参画センター「すみれ」の定期刊行物「す
みれだより」６月号で男女共同参画週間にちなんだ啓発記
事を掲載。

http://danjo.osaka.jp/yao/ind
ex.html

広告付き番号案内表示機に
よる情報発信

その他
６月16日～6月30

日
八尾市役所本庁

八尾市役所本庁舎１階に設置している広告付き番号案内表
示機による「男女共同参画週間」の情報の発信。

男女共同参画週間懸垂幕掲
出

その他 ６月21日～7月1日 八尾市役所本庁
「男女共同参画社会を実現しよう6月23日～29日は男女共
同参画週間」の懸垂幕を八尾市役所本庁にて正面玄関に向
けて掲出。

かしわら男女共同参画
フォーラム

イベント実施 6月26日 柏原市民文化会館小ホール
テーマ「本当の自分で生きるということ」
講師：上之山幸代さん

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/d
ocs/2021042600025/

広報かしわら 刊行物等発行 ６月号 全戸配布及び市内各施設 男女共同参画週間に関する記事を掲載
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/_
files/00253635/kouhou_r306.pdf

ポスター掲示 その他 ６月 公共施設 男女共同参画週間の周知

facebookによる周知 その他 ６月 男女共同参画週間の周知

女性のための電話相談 イベント実施
6月8日（火）

午前10時～午後8
時

市役所
男女共同参画週間に合わせて、女性のための特設電話相談
を実施

市広報・市ウェブサイト掲
載

刊行物等発行 6月 市内
市広報・市ウェブサイトにて、男女共同参画週間記事特集
（標語、特設電話相談等の掲載）について掲載

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/
soshiki/19/42755.html

横断幕設置 イベント実施
5月31日（月）～6

月30日（水）
市役所

「男女共同参画週間（6月23日～6月29日）男女共同参画
社会の実現に向けて」の内容を明記した横断幕を設置

男女共同参画に関わる資料
提供

刊行物等発行 6月 市役所 男女共同参画に関わる資料提供

図書展示コーナー設置 イベント実施 6月
市内中央図書館・金剛図書
館

男女共同参画関連図書を集めた特設コーナーの設置

「河内長野市男女共同参画
週間」パネル展示

その他
６月23日～6月30

日
市民交流センター

市民交流センター（男女共同参画センター）内で男女共同
参画推進のパネル展示、ポスター掲示などの啓発活動
（緊急事態宣言が解除された場合）

https://www.city.kawachinagano.lg.jp
/soshiki/34/56607.html

門真市

東大阪
市

柏原市

令和３年度男女共同参画週
間記念のつどい

富田林
市

八尾市



市町村 イベント・媒体の名称等 種類 実施・発行時期 場所 主な内容 関連HP

■令和３年度　府内各市町村における男女共同参画週間関連行事等について
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、行事が中止または日程変更となる場合があります。詳しくは関連ＨＰよりご確認ください。

広報かわちながの 刊行物等発行 ６月号 男女共同参画週間の啓発記事
https://www.city.kawachinagano.lg.jp
/site/kouhoushi/56635/.html

市立図書館における行政展
示

その他
６月22日～6月30

日
図書館

市立図書館の展示スペースで男女共同参画にちなんだ図書
の展示による啓発（緊急事態宣言が解除された場合）

広報誌による周知 刊行物等発行 ６月号 松原市内
・男女共同参画週間について
・松原市における男女共同参画についての取り組みについ
て

https://www.city.matsubara.lg.jp/shi
sei/kouhou/3/2021/15363.html

パネル展 イベント実施
6月28日～6月29

日
松原市役所
市民ロビー

男女共同参画の視点で活動している団体の紹介
https://www.city.matsubara.lg.jp/sos
hiki/jinken_center/index.html

特設女性相談 その他 6月24日 松原市役所 夜間相談の実施（午後5時から午後8時）

かがやきだより 刊行物等発行 6月号 松原市内各施設
・男女共同参画社会とはどのようなものかについて
・松原市における各団体との男女共同参画事業について

https://www.city.matsubara.lg.jp/sos
hiki/jinken_center/13337.html

市広報誌「はびきの」 刊行物等発行 6月号 市内全戸配布 男女共同参画週間・キャッチフレーズに関する記事を掲載
https://www.city.habikino.lg.jp/m
aterial/files/group/90/202106
14-21.pdf

市ウェブサイトおよび
Facebook

その他
６月３日～6月29

日
男女共同参画週間・キャッチフレーズに関する記事を掲載

https://www.city.habikino.lg.jp/s
oshiki/shiminjinken/jikensuishin/j
inken_suishin_kyoudou/danjosh
ukan.html

電光掲示板 その他 6月７日～6月29日 市役所東側壁面 男女共同参画週間を周知・啓発する内容を掲載

https://www.city.habikino.lg.jp/s
oshiki/shiminjinken/jikensuishin/j
inken_suishin_kyoudou/index.ht
ml

懸垂幕 その他 6月７日～6月29日 市役所東側壁面 男女共同参画週間を周知する内容を掲揚

https://www.city.habikino.lg.jp/s
oshiki/shiminjinken/jikensuishin/j
inken_suishin_kyoudou/index.ht
ml

のぼり その他 6月７日～6月29日
市役所側道３箇所及び市内
公共施設１箇所

男女共同参画週間を周知する内容を掲揚

https://www.city.habikino.lg.jp/s
oshiki/shiminjinken/jikensuishin/j
inken_suishin_kyoudou/index.ht
ml

ポスター その他 6月７日～6月29日
市役所内及び市内公共施設
16箇所

男女共同参画週間を周知する内容を掲示

https://www.city.habikino.lg.jp/s
oshiki/shiminjinken/jikensuishin/j
inken_suishin_kyoudou/index.ht
ml

メッセージカード その他 6月１日～ 市役所本館１階
男女共同参画週間・特設女性相談に関する内容を記載し、
ポケットティッシュに添えて配付

https://www.city.habikino.lg.jp/s
oshiki/shiminjinken/jikensuishin/j
inken_suishin_kyoudou/index.ht
ml

特設女性相談 イベント実施 ６月11日、23日
11日：はびきのレディース
センター
23日：陵南の森公民館

定例の女性相談の時間を拡大して実施
（10時～12時50分、1人50分間、予約制）

https://www.city.habikino.lg.jp/s
oshiki/shiminjinken/jikensuishin/j
inken_suishin_kyoudou/soudan_
uketsuke_madoguchi_msk.html

男女共生セミナー イベント実施 6月26日 陵南の森公民館 ストレスを癒すからだほぐし

https://www.city.habikino.lg.jp/s
oshiki/shiminjinken/jikensuishin/j
inken_suishin_kyoudou/index.ht
ml

市広報紙「広報ふじいで
ら」

刊行物等発行 ６月号
市内全戸配布、市内公共施
設配架

男女共同参画週間特集記事を掲載

https://www.city.fujiidera.lg.jp/so
shiki/seisakukikaku/hishokoho/k
ohofujiidera/R3nen/kouhou202
106.html

男女共同参画フォーラム イベント実施 7月3日（土） 市民総合会館本館小ホール

・講演会「実写版『アラジン』の魅力」
　講師：今井　小の実氏（関西学院大学人間福祉学部教
授）
・映画上映会「実写版『アラジン』」

https://www.city.fujiidera.lg.jp/so
shiki/shiminseikatsu/kyoudoujink
en/danjokyodosankaku/kouzar
2022.html

広報おおさかさやま 刊行物等発行 6月
市内全戸配布、全公共施設
へ配架

市が発行する広報誌に男女共同参画週間に関する記事を掲
載

http://www.city.osakasayama.
osaka.jp

市ホームページ 刊行物等発行 6月 大阪狭山市ホームページ
市ホームページに男女共同参画週間・キャッチフレーズに
関する記事を掲載

http://www.city.osakasayama.
osaka.jp

パネル展示 その他
6月23日（水）～

29日（火）
大阪狭山市役所１階玄関ロ
ビー

男女共同参画週間啓発用パネル展示
https://os-
gender.jimdofree.com/

女性弁護士による女性のた
めの相談

イベント実施 ６月２３日（水） 大阪狭山市役所２階応接室 女性弁護士による女性のための相談を実施
http://www.city.osakasayama.
osaka.jp

広報太子６月号 刊行物等発行 ６月 町内全戸配布
町の広報誌に、男女共同参画週間・キャッチフレーズに関
する記事を掲載する。

https://www.town.taishi.osaka.jp/ma
terial/files/group/1/Taishi559-2.pdf

町ホームページ 刊行物等発行 ６月 町ホームページ
町のホームページに、男女共同参画週間・キャッチフレー
ズに関する記事を掲載する。

https://www.town.taishi.osaka.jp/bu
syo/seisakusoumubu/jyuuminjinkenk
a/news/1494378475824.htm

防災行政無線放送 その他 ６月２２日（火） 町内全戸放送
各戸に設置している防災行政無線で放送を通じて「男女共
同参画週間」について周知する。

河南町
河南町男女共同参画ニュー
ス

刊行物等発行
4月・7月・10月・

1月
季刊に男女共同参画に関する記事を掲載

http:://www.town.kanan.osaka.j
p/

太子町

河内長
野市

松原市

大阪狭
山市

羽曳野市

藤井寺
市



市町村 イベント・媒体の名称等 種類 実施・発行時期 場所 主な内容 関連HP

■令和３年度　府内各市町村における男女共同参画週間関連行事等について
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、行事が中止または日程変更となる場合があります。詳しくは関連ＨＰよりご確認ください。

千早赤
坂村

広報「ちはやあかさか」 刊行物等発行 ６月号 全戸配布及び公共施設 男女共同参画週間についての記事を掲載

泉大津
市

男女共同参画キャッチフ
レーズの募集

その他
募集：5月中旬～6

月26日（土）
にんじんサロン・人権くら
しの相談課

本市の男女共同参画キャッチフレーズを募集。優秀作品に
ついては表彰を予定。また、応募作品を市役所ロビー・に
んじんサロンにて展示する。

https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kaku
ka/koushitsu/jinkenkurasi/ibento/16
21297279639.html

令和３年度
男女共同参画週間事業

イベント実施 6月2６日（土）
和泉シティプラザ
弥生の風ホール

映画「カノン」上映
和泉市男女共同参画センター登録団体活動内容紹介

https://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/
kakukano/soumubu/kyoudos
ankaku/
gyoumu/danjyokyoudousann
kakunokoto/14609547471
93.html

広報いずみ6月号 刊行物等発行 6月1日発行 全戸配布及び公共施設 男女共同参画週間に関する啓発記事の記載

https://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/siseizyouho/kouho
u/kouhou/koho_archve/reiw
a3_1.html

モアいずみ通信６月号 刊行物等発行 6月1日発行 公共施設 男女共同参画週間に関する啓発記事の記載

https://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/kakukano/soumub
u/kyoudosankaku/gyoumu/m
oaizumi/center_osirase.html

ポスターの掲示 その他 6月21日～29日 和泉市役所庁舎内
和泉市役所庁内のデジタルサイネージに男女共同参画週間
のポスターを掲載

のぼり旗の設置 その他 6月23日～29日
和泉シティプラザ1階出張
所入口前

男女共同参画週間に関する周知・啓発

広報6月号 刊行物等発行
令和3年6月4日発

行
自治会通じて各戸配布及び
市内公共施設に配架

男女共同参画週間に関する記事を掲載
http://www.city.takaishi.lg.jp/ikkrweb
Browse/material/files/group/3/210
6boshu.pdf

市ホームページ掲載 その他
令和3年6月4日～6

月30日
高石市ホームページ 男女共同参画週間に関する記事を掲載

http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka
/soumu/jinkensuishin_ka/kyoudou/s
ankakuweek.html

「男女共同参画週間」パネ
ル展示

イベント実施
令和3年6月23日～

7月8日
市役所本館1階ロビー

男女共同参画週間の説明、内閣府令和3年度のキャッチフ
レーズ、今年度及び過去の啓発ポスターをパネル展示

http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka
/soumu/jinkensuishin_ka/index.html

広報きしわだ（6月号） 刊行物等発行 6月1日 市内各施設および全戸配布
第4期きしわだ男女共同参画推進プランの紹介記事を掲載
男女共同参画週間のキャッチフレーズについての記事を掲
載

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/
site/kouhou/202106p5.html

岸和田市ホームページ 刊行物等発行 6月 岸和田市ホームページ
男女共同参画週間のキャッチフレーズについての記事を掲
載

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/
soshiki/26/03syuukann.html

内閣府　啓発ポスターの掲
示

その他 6月10日～30日 市役所玄関 内閣府　男女共同参画週間のポスター掲示

啓発ポスターの掲示 その他 6月中旬～30日 地域巡回「ローズバス」内
第4期きしわだ男女共同参画推進プランおよび男女共同参画
週間について周知のためポスター掲示

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/
soshiki/26/03syuukann.html

関連図書の特設展示 イベント実施 6月23～29日 岸和田市立図書館本館 男女共同参画関連図書を特設展示

展示 イベント実施
6月2２日（火）
　～6月29日

（火）

・本庁舎１階ロビー
・男女共同参画コーナー

男女共同参画週間、キャッチフレーズ等の広報・啓発
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuk
a/toshiseisaku/jinken/index.html

電光掲示板 イベント実施
6月2３日（水）
　～6月29日

（火）
南海本線貝塚駅前広場 男女共同参画週間、キャッチフレーズ等の広報・啓発

広報いずみさの（６月号） 刊行物等発行 6月1日 市内各施設及び全戸配布
男女共同参画共同参画週間のキャッチフレーズ及び男女共
同参画社会についての記事を掲載

http://www.city.izumisano.lg.jp/shiho
/index.html

庁舎内放送 その他 ６月２３日～２９日 泉佐野市役所
男女共同参画共同参画週間のキャッチフレーズ及び男女共
同参画社会についての周知・啓発

ポスター掲示 その他 ６月３日～３０日
泉佐野市役所・いずみさの
女性センター・りんくうタ
ウン駅通路

男女共同参画共同参画週間周知・啓発

泉南市 のぼり旗の設置 その他 ６月1日～6月29日 市役所南側6箇所 男女共同参画週間を周知する内容を掲揚 https://www.city.sennan.lg.jp/

阪南市 広報誌での啓発 刊行物等発行 6月
全戸配布
阪南市ホームページ

市広報誌に男女共同参画週間の特集記事を掲載 https//www.city.hannan.lg.jp

和泉市

岸和田
市

貝塚市

泉佐野
市

高石市



市町村 イベント・媒体の名称等 種類 実施・発行時期 場所 主な内容 関連HP

■令和３年度　府内各市町村における男女共同参画週間関連行事等について
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、行事が中止または日程変更となる場合があります。詳しくは関連ＨＰよりご確認ください。

町ホームページ 刊行物等発行 ６月 熊取町ホームページ 男女共同参画に関する記事を掲載
https://www.town.kumatori.lg.jp/kak
uka/soumu/jinkensuishin/kurashi/da
njokyoudou/index/html

男女共同参画関係書籍コー
ナーの設置

イベント実施 ６月 熊取図書館 図書コーナーに関連図書の特集展示を行う

男女共同参画週間啓発ポス
ターの掲示

イベント実施 ６月 町内各公共施設 内閣府発行の男女共同参画週間のポスターを掲示

田尻町 「広報たじり」6月号 刊行物等発行 6月１日発行 全戸配布、町内各施設等 広報誌に男女共同参画週間に関する記事を掲載
http://www.town.tajiri.osaka.jp/ikkrw
ebBrowse/material/files/group/2/ko
uhou202106.pdf

岬町 啓発冊子の配架 その他 6月中 岬町庁舎内 啓発冊子等の配架による啓発

熊取町


