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■⽥辺市男⼥共同参画センターの概要

●設置目的

●業務　（⽥辺市男⼥共同参画センター管理及び運営要綱第2条より）
　（１）男⼥共同参画に関する情報の収集と発信等に関すること
　（２）男⼥共同参画に関する学習会、研修会等の企画、⽴案及び実施
　（３）⼥性相談業務等
　（４）男⼥共同参画に関する活動を⾏う市⺠団体の⽀援及び協⼒に関すること
　（５）センターの使用に関すること
　（６）前各号に掲げるもののほか、男⼥共同参画に関すること

●沿革
　・平成７年度 ⽥辺市⺠総合センター開館

⽣涯学習センター4階の1室に⼥性ルームを設置
　・平成８年度 ⼥性センター設置の検討
　・平成９年度 ⼥性センター設⽴に向けての事前協議、活用委員会発⾜

⼥性センター運営委員公募、運営委員会発⾜
⽥辺⼥性センター開設

　・平成14年度 運営委員会制度を廃⽌
　・平成15年度 ⽥辺⼥性センターを⽥辺市男⼥共同参画センターに名称変更

●施設について
　・⽥辺市⺠総合センター　4階  （⽥辺市⾼雄⼀丁目23番1号）
　・事務室、相談室、男⼥共同参画ルーム、サークル活動室

●利用について
　・開館時間︓午前8時30分〜午後5時15分
　・休館⽇　 ︓毎週⼟曜・⽇曜、祝⽇、年末年始

　⽥辺市男⼥共同参画センターは、男⼥共同参画社会の実現を図り、⽥辺市における総合的な施策を具体化
するとともに、男⼥共同参画に関する様々な活動と交流の拠点とすることを目的として設置する。
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平成30年度実施事業
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■講演会 ・講座等

●⼥性の再就職⽀援講座

内容 講師 参加者数

5月29日 7名

6月5日 8名

6月12日 8名

●街頭啓発
男⼥共同参画週間（6/23〜6/29）にあたり街頭啓発を実施した。

内容 場所 配布数日時

500個(火)
(水)

16︓00
〜

16︓30

再就職を希望する⼥性を対象に、仕事に活かすパソコンスキルを基本から学ぶ講座を3回シリーズで開催した。

啓発物品(ウェットティッシュ等)の配布 オークワ　パビリオンシティ・
JR紀伊田辺駅前

再就職準備セミナー
もう⼀度働きたいあなたのために

〜仕事に活かすパソコンスキル⼊門編〜

日時

(火)
9︓30

〜
12︓00

　　　　　地本裕子さん
（マイクロソフトオフィストレーナー/
キャリアコンサルタント）

6月26日
6月27日
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●講座

内容 講師 参加者数

7月20日 （⾦）
11︓00

〜
12︓00

より良い職場環境にするために
〜⼼を知るそして⼼を伝える〜

田中純子さん
(和歌山カウンセリングルーム代表)

25名
(男性21名、⼥性4名)

●防災講座(男⼥共同参画推進員企画講座）

内容 講師 参加者数

8月19日 （日）
13︓30

〜
15︓30

⾃然災害発⽣︕どうなる︖どうする︖
〜避難所で起こる様々なできごと〜

⿅⽑智子さん
(田辺市社会福祉協議会職員)

51名
(男性11名、⼥性40名)

日時

多様な⼈材の能⼒が発揮できるより良い職場環境のために、他者理解と⾃⼰表現について学ぶ講座を開催した。
日時

男⼥共同参画の視点を持って避難所運営ゲームを体験する講座を開催した。
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●ワーク・ライフ・バランス講座

内容 講師 参加者数

8月20日 （月）
18︓00

〜
19︓00

男性職員の育児休業取得推進と職場環
境づくり

楠本室⻑(男⼥共同参画推進室)
尾花秀平さん(市職員）
松本　文さん（市職員）

46名
(男性33名、⼥性13名)

●子育て⽀援講座

内容 会場 参加者数

9月11日 （火）
10︓00

〜
12︓00

ほん（本）のひととき　⾃分のための読書タ
イム たなべる 10名

（⼥性10名）

●講座（男⼥共同参画連絡会企画）【台風接近のため中⽌】

内容 講師 予定参加者数

9月30日 （日）
10︓00

〜
11︓30

教えて!⼥性分団さん
~救急⾞が来るまで私にできること~

津田康代さん
（田辺市消防団⼥性分団⻑/

連絡会運営委員）

17名
(男性1名、⼥性16名)

家事や育児、仕事等でなかなか⾃分の時間が取れない方に、⾃分のための読書時間を楽しむ場を提供した。

田辺市消防団⼥性分団結成の経緯や活動のお話しと、119番通報体験をしながら救急⾞が到着するまでの応急⼿当に
ついて学ぶ予定でした。

日時

田辺市役所職員を対象に、男性職員の育児休業取得と、取得するにあたっての職場環境づくりを考える講座を開催した。

日時

日時
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●男⼥共同参画講演会

内容 講師 参加者数

10月13日 （土）
14︓00

〜
16︓00

66名
(男性9名、⼥性26名)

(子ども31名)

10月14日 （日）
13︓00

〜
15︓00

61名
(男性12名、⼥性16名)

(子ども33名)

●和歌山県「みんなに男⼥共同参画」提案事業（県主催）

内容 講師 参加者数

11月3日 （土）
13︓00

〜
16︓30

セクシュアルマイノリティの子供たちについて考
える講座 　　NPO法⼈チーム紀伊水道

42名
(男性14名、⼥性28名)

差別のない多様性が認められる社会で育む子どもたちのために⼤⼈が学ぶ講座の開催に協⼒した。

日時

パパ'S絵本ライブと
男⼥共同参画ミニ講演会

安藤哲也さんと
パパ'S絵本プロジェクトメンバー

日時

男性の育児家事参加についての講演と、歌と音楽に合わせてお父さんならではの読み聞かせライブを開催した。

6



●カジメン料理教室(男⼥共同参画推進員企画）

内容 講師 参加者数

11月11日 （日）
10︓30

〜
13︓30

秋の夜⻑におうちで乾杯︕ 田辺市食⽣活改善推進協議会
田辺⽀部

20名
(男性7名、⼥性13名)

●街頭啓発
⼥性に対する暴⼒をなくす運動期間（11/12〜11/25）にあたり街頭啓発を実施した。

内容 場所 配布数日時

11月14日
11月15日

(水)
(木)

日時

16︓00
〜

16︓30
啓発物品(ウェットティッシュ等)の配布 オークワ　パビリオンシティ・

JR紀伊田辺駅前 500個

男性が家事に参画するきっかけとなり、また、家事の楽しさも味わってもらえるような料理教室を開催した。
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●⼀日⼥性電話相談

内容

11月17日 （土）
10︓00

〜
16︓00

⼀日⼥性電話相談

●おしゃべりティーサロン

内容 場所 参加者数

11月17日 （土）
10︓00

〜
16︓00

おしゃべりティーサロン 男⼥共同参画ルーム
120名

(男性17名、⼥性61名)
(子ども42名)

●DVD鑑賞会（男⼥共同参画連絡会企画）

内容 会場 参加者数

11月17日 （土）
13︓00

〜
15︓00

毎日かあさん 市⺠総合センター
「⻘少年ホール」

33名
(⼥性33名)

●地域交流学習会（⼈権擁護連盟⼥性問題部会主催）
男⼥共同参画に関するビデオを観て、感想や意⾒を交換した。

内容 会場 参加者数

1月17日 (木)
19︓00

〜
20︓30

ビデオを観て、おしゃべりしませんか
『⽣まれ来る子へ』 元町明洋団地町内会館 19名

（男性3名、⼥性16名)

⽣涯学習フェスティバルのイベント企画として、お茶を飲みながら日ごろ思っていること等を気軽に語り合う場を設けた。

漫画家⻄原理恵子さん⾃⾝の⼈⽣をもとにした物語。その⽣き方から勇気と元気を与えてもらえる鑑賞会を開催した。

日時

男⼥共同参画センター

⽣涯学習フェスティバルのイベント企画として、⼀日⼥性電話相談窓⼝を開設した。
日時 場所

日時

日時
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●相談員養成講座（DV被害者⽀援の会ニュースタートとの共催）

内容 講師 参加者数

1月26日
⼥性のための⼼理学レッスン（基礎編）
・⾃分を⼤切にする⽣き方とは
・あなたはどう思う︖どう考える︖

宮本由起代さん
(ドーン財団カウンセラー/NPO法
⼈⼼のｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾃｰｼｮﾝ代表理事)

25名
（⼥性25名)

2月2日
⼥性のための⼼理学レッスン（基礎編）
・私と他者との関係づくり〜爽やかな⾃⼰表
現〜

杉本志津佳さん
(ドーン財団カウンセラー/フェミニス
トカウンセリング堺ﾌｪﾐﾆｽﾄｶｳﾝｾﾗｰ)

24名
（⼥性24名)

●ワークショップ講座（男⼥共同参画連絡会企画）

内容 ファシリテーター 参加者数

2月17日 （日）
13︓30

〜
15︓30

　私OK　あなたOK　みんなOKで
　男⼥共同参画社会ってこんなに優しい

　　　　須本起代子さん
（連絡会会⻑/
ジェンダーブレイクあい・あい代表）

19名
(男性3名、⼥性16名)

優しいグループワークを通して、男⼥共同参画社会の必要性をみつめるための講座を開催した。

日時

日時

10︓30
〜

15︓30

⼼理学やフェミニストカウンセリングの基礎知識を学び、ジェンダーの刷り込みに気づき⾃⼰表現のポイントを知るための講座
を開催した。

(土)
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■⽥辺市男⼥共同参画推進員活動

●推進員会議

日時 内容

4月23日 推進員企画講座について（内容検討）

5月21日 推進員企画講座について（詳細検討）、料理教室について（日程調整）

6月26日 推進員企画講座について（詳細検討）、料理教室について（内容検討）

7月23日 推進員企画講座について（詳細検討）、料理教室について（内容検討）

8月27日 推進員企画講座を終えて、推進員企画料理教室について（詳細検討）

10月1日 推進員企画料理教室について（詳細検討）

11月5日 推進員企画料理教室について（詳細検討）

12月21日 推進員企画料理教室を終えて、平成31年度の推進員企画講座について（テーマ等検討）

1月21日 平成31年度の推進員企画講座について（テーマ等検討）

2月12日 平成31年度の推進員企画講座について（テーマ等検討）

3月18日 ※開催予定

●推進員企画講座

日時 内容

8月19日 『⾃然災害発⽣︕どうなる︖どうする︖〜避難所で起こる様々なできごと〜』

11月11日 カジメン料理教室『秋の夜⻑におうちで乾杯︕』

●その他の参加事業

日時 内容

6月26日 男⼥共同参画週間街頭啓発

11月3日 『セクシュアルマイノリティの子供たちについて考える講座』

11月17日 『毎日かあさん』

　・月１回の定例会
　・男⼥共同参画に関する活動の企画や情報収集
　・イベント等への協⼒や地域での啓発活動

　男⼥共同参画社会の実現に向けての活動に協⼒していただけるボランティアの活動で、企画講座の開
催等を⾏っている。

 ●活動内容
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■⽥辺市男⼥共同参画連絡会活動

日時 内容

5月11日 役員会　平成30年度総会について
　　　　 　平成30年度事業計画（案）について

6月7日
総会　　 平成29年度事業報告
　　　　　 平成30年度事業計画（案）
          『連絡会加盟団体の情報交換・交流会』

6月7日 役員会　平成30年度事業計画について

●連絡会企画講座

日時 内容

9月30日 『教えて︕⼥性分団さん〜救急⾞が来るまで私にできること〜』　【台風のため中⽌】

11月17日 DVD鑑賞会『毎日かあさん』

2月17日 ワークショップ講座『私ＯＫ　あなたＯＫ　みんなＯＫで男⼥共同参画社会ってこんなに優しい』

●その他の参加事業（再掲）

日時 内容

6月26日 男⼥共同参画週間街頭啓発

6月27日 男⼥共同参画週間街頭啓発

8月19日 『⾃然災害発⽣︕どうなる︖どうする︖〜避難所で起こる様々なできごと〜』

10月13日 『パパ'S絵本ライブと男⼥共同参画ミニ講演会』

11月3日 『セクシュアルマイノリティの子供たちについて考える講座』

　男⼥共同参画社会づくりに向けて、広く関係団体との情報・意⾒交換、その他必要な連携を図り、全
市的な取組を推進することを目的として活動している。
　（23団体が加盟）

●会議
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■⼥性電話相談事業

●相談件数（平成31年1⽉末現在）
4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 計
17 14 12 13 17 14 11 22 7 8 135

●相談内容

暮らしにかかわる悩み（⽣活環境、⽣活苦・借⾦、介護・扶養、養育費等）

仕事・職場の悩み（就労、雇用問題、環境等）

構成比

※ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）にかかわる相談は4件で、全体の約3％を占めている。

135 100%

8 6%

合計

その他

内容

こころ・からだの悩み（性格、精神不安、⾝体の不調、ひきこもり等）

⼈間関係の悩み（家族・親族、職場、地域、学校、男⼥関係等）

配偶者・パートナーとの悩み（離婚、暴⼒、不貞、経済的不安、婚外関係等） 40

1%

7

1

5%

30%

暴⼒ 1 1%

　家庭の問題、職場や地域での⼈間関係、⼼の問題など、⼥性が抱える様々な悩みについて、相談者が問
題解決に向けて⾃⼰選択、⾃⼰決定していけるよう、原則電話による⽀援を⾏っている。
　（必要に応じて、県や警察など関係機関との連携を図っている。）
　
・相談時間︓⽉〜⾦曜⽇（祝⽇を除く）　　午前9時〜正午

件数

5

73

構成比

4%

54%

配偶者・パートナーとの悩み

こころ・からだの悩み⼈間関係の悩み

暮らしにかかわる悩み

その他仕事･職場の悩み
暴⼒
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■情報収集・提供事業

●蔵書数
逐次刊⾏物 ⾏政資料 ビデオ・ＤＶＤ

54種類 約200冊 65本

●インターネットによる情報発信

ホームページの内容︓⽥辺市男⼥共同参画プラン、⽥辺市男⼥共同参画センター等
　

第75号
（11/1発⾏）

第76号
（※3/31発⾏予
定）

・配布先　 ︓⾏政局・公⺠館等の市内公的機関、周辺町村、関係機関等
・発⾏部数︓800部／回

●センター広報紙「ゆう」

⼥性に対する暴⼒をなくす運動、貸出ＤＶＤのご案内、⼥性電話相談室から『講
座のご案内』『⼥性のための電話相談　特別開設のお知らせ』

　男⼥共同参画に関する図書・ビデオ等を収集し、利⽤者のニーズに合わせた提供を⾏っている。

平成30年度男⼥共同参画センター実施予定事業について、セクシュアル・ハラスメ
ントについて、講座のご案内、⼥性電話相談室から『わたしのリラックス法をご紹介』

図書
516冊

第74号
（8/1発⾏）

平成30年度男⼥共同参画センター実施事業について、
⼥性電話相談室から平成30年度⼥性電話相談件数・主訴内訳等

ホームページアドレス　　http://www.city.tanabe.lg.jp/danjo/index.html　
Ｅメールアドレス　　　　 danjo@city.tanabe.lg.jp
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