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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民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 田辺市民総合センター開館

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

　・田辺市民総合センター　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26年度実施事業
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■講演会 ・講座等

●料理教室(男女共同参画推進員企画）

内容 会場 参加者数

5月25日 （日）
10：30～
　13：30

早く帰った方が作る　パパッとメニュー
～今日は作るでー～

市民総合センター
23名

（男性7名、女性16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

　　共働き家庭で、早く帰った方が短時間で作れる「パパッとメニュー」を紹介する料理教室を開催した。

日時

日時

500個（月）
16：00～
　16.：30

6月23日 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
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●講演会（男女共同参画連絡会企画）

内容 講師 参加者数

8月30日 （土）
13：30～
　15：00

イーダと過ごした295日
～“同じ”を知って、“違い”を認める～

松上京子さん
（エッセイスト）

52名
(男性10名、女性42名）

●料理教室(男女共同参画推進員企画）

内容 会場 参加者数

10月4日 （土）
10：30～
　13：30

パパッとメニュー
～ご家庭にある食材で～

保健福祉総合センター
うらら館（本宮町）

17名
（男性4名、女性13名）

　男女共同参画の先進地フィンランドからやってきた留学生イーダのホストファミリーを経験した講師から、フィンラン
ドの暮らし・教育・働き方・家庭のありようなどを男女共同参画の視点から聞く講演会を開催した。

日時

　　家庭に常備している食材や調味料を使って、手早く作れる「パパッとメニュー」を紹介。また、災害時にも役立つ
ポリ袋を使った炊飯も体験する料理教室を開催した。

日時
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●人権学習会（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

10月17日 （金）
19：30～
　21：00

ビデオを観て、おしゃべりしませんか！ 秋津地区多目的研修センター
20名

(男性4名、女性16名）

●講演会（県地域連携事業との共催）

内容 会場・講師 参加者数

11月9日 （日）
13：30～
　16：00

災害と女性
～東日本大震災から3年

被災地で生きる女性たちの今～

県立情報交流センター
ビッグＵ

田端八重子さん
（もりおか女性センター長）

67名
(男性12名、女性55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12日 （火）

日時

500個
16：00～
　16.：30

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

　震災後、岩手県沿岸地区の女性に仕事場をつくり、女性たちの経済的自立に向けた支援に取り組んだ講師から
話を聞く講演会を開催した。

日時
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●一日女性電話相談

内容

11月15日 （土）
10：00～
　16：00

一日女性電話相談

●秋の装いを彩るコサージュづくり

内容 会場 参加者数

11月15日 （土）
13：00～
　16：00

秋の装いを彩るコサージュづくり
～news paper flower～

市民総合センター
40名

（女性40名）

　　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

　　生涯学習フェスティバルのイベント企画として、簡単な手作業でコサージュづくりなどをし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。

日時

男女共同参画センター
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●男女共同参画エキスパンダー養成講座（県との共催）

内容 講師 参加者数

11月30日
○男女共同参画ってなあに？

ジェンダーを知ろう！
○私らしくあるために必要なこと

市場恵子さん
（心理カウンセラー、

広島大学非常勤講師）

14名
（男性3名、女性11名）

12月14日

○女性の人権の視点から、
女性に対する暴力を知る

○女性に対する暴力をみんなで
考えよう！

奥田美和子さん
（県男女共同参画センター

“りぃぶる”主査）

15名
（男性3名、女性12名）

1月18日

○女性に優しい社会を考える。
日本の現状、世界の状況
○私たちが抱える問題と

その解決に向けて

市場恵子さん
（心理カウンセラー、

広島大学非常勤講師）

19名
（男性4名、女性15名）

●講演会（男女共同参画連絡会企画）

内容 講師 参加者数

12月6日 （土）
14：00～
　15：30

フルタイム勤務から時短勤務への選択
～父親が家庭に入る意味、

これからの世代へのメッセージ～
木下幾晴さん

16名
(男性2名、女性14名）

　夫婦で医師をしている講師が、5人目の子どもが生まれたのを機に、育休を切り上げて仕事復帰した妻に代わっ
て時短勤務を選択。そのいきさつや家族・周囲の反応、自分自身の変化等について話を聞く講演会を開催した。

日時

　　様々な分野でリーダーとなる人材（エキスパンダー）を養成する講座を、3回にわたって開催した。

日時

（日）
10：30～
15：30
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●講座（男女共同参画推進員企画）

内容 講師 参加者数

12月21日 （日）
13：30～
　15：30

アサーティブを学ぼう　パートⅡ
～自分も相手も尊重する

コミュニケーション～

谷水美香さん
（ＮＰＯ法人アサーティブジャパン

認定講師）

31名
(男性6名、女性25名）

●講座（男女共同参画連絡会企画）

内容 講師 参加者数

1月24日 （土）
13：30～
　15：00

田辺市の男女共同参画の現状について
～男女共同参画に関する市民意識調査

の結果から～

説明：男女共同参画
推進室長

進行：須本起代子さん
（連絡会運営委員、

ジェンダーブレイクあい・あい）

20名
(男性2名、女性18名）

　講座の前半では市が平成24年度に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」について報告し、後半では
各団体が取り組めることなどについて話し合う講座を開催した。

日時

　自分が本当に伝えたい“想い”をうまく相手に伝えることを学び、地域・職場・家庭等での人間関係づくりに役立て
る講座を開催した。昨年度の第2弾。

日時
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●防災講座

内容 講師 参加者数

1月31日 （土）
13：30～
　15：30

災害に負けない家族になろう!!
～ちいさな笑顔を守りたい～

あんどうりすさん
（アウトドア流

防災ファシリテーター）

50名
（男性11名、女性30名、

子ども9名）

●女性の再就職支援講座

内容 講師 参加者数

2月5日 8名

2月12日 6名

2月19日 7名

（木）
9：30～
11：30

再就職準備セミナー
もう一度働きたいあなたのために

～ＰＣ（エクセル初級編）～

地本裕子さん
（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ認定トレーナー、

キャリアカウンセラー）

　　アウトドアの知識を生かした防災講座を展開している講師から、小さな子どもを軽く楽に抱っこやおんぶして避難
する方法や、力のない人でも倒れた大人を起こす方法などを実践を交えて教わる講座を開催しました。

日時

　　再就職を希望する女性を対象に、パソコン（エクセル）の基礎を学ぶ講座を3回シリーズで開催した。

日時
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●女性相談に関する講座（DV被害者支援の会「ニュースタート」との共催）

　　女性相談について、法的知識を学ぶ講座を開催した。

内容 講師 参加者数

2月10日 （火）
14：30～
　17：00

女性相談に関する講座
由良登信さん

（ゆら・山崎法律事務所）
8名

●講演会

内容 講師 参加者数

2月15日 （日）
13：30～
　15：00

女と男の笑いでコミュニケーション
桂あやめさん

（落語家）
82名

(男性11名、女性71名）

●DV防止啓発講演会

内容 講師 参加者数

3月15日 （日）
13：30～
　15：30

DVと児童虐待
～子どもも自分も守りたい～

柳谷和美さん
（おやこひろば桜梅桃李代表、

メンタルカウンセラー）

22名
(男性3名、女性19名）

日時

　虐待の被害経験を持ち、DV・虐待の被害者や加害者にかかわるカウンセラーをしている講師から、被害者・加害
者たちの現状と回復の過程などについて聞く講演会を開催した。

日時

　女性落語家が珍しかったころに弟子入りし、女に落語はできないという固定観念を打ち破って活躍している講師か
ら、落語界で身につけたコミュニケーションや会話の大切さを、「笑い」を効かせてお話しいただく講演会を開催し
た。

日時
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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21日 平成26年度の推進員企画料理教室について（詳細決定）

6月23日
推進員企画料理教室を終えて、平成26年度の推進員企画アサーティブ講座について（詳細
検討）、推進員企画料理教室第2弾について

7月25日 推進員企画アサーティブ講座、推進員企画料理教室第2弾について（詳細検討）

8月18日 推進員企画アサーティブ講座、推進員企画料理教室第2弾について（詳細決定）

9月30日 推進員企画アサーティブ講座、推進員企画料理教室第2弾について（当日役割決定）

10月27日
推進員企画アサーティブ講座について（延期につき再検討）、推進員企画料理教室第2弾を
終えて

11月10日 推進員企画アサーティブ講座について（当日役割等決定）

1月19日
推進員企画アサーティブ講座を終えて、平成27年度の男女共同参画推進員企画講座につ
いて（テーマ等検討）

2月16日 平成27年度の男女共同参画推進員企画講座について（テーマ等検討）

3月16日 平成27年度の男女共同参画推進員企画料理教室について（内容・時期等検討）

●推進員企画講座

日時 内容

5月25日 料理教室『早く帰った方が作るパパッとメニュー　～今日は作るでー～』

10月4日 料理教室『パパッとメニュー　～ご家庭にある食材で～』

12月21日
アサーティブ講座『アサーティブを学ぼう　パートⅡ　～自分も相手も尊重するコミュニケー
ション～』

●その他の参加事業

日時 内容

6月23日 男女共同参画週間街頭啓発

8月30日 『イーダと過ごした295日　～“同じ”を知って“違い”を認める～』

11月9日 『災害と女性　～東日本大震災から3年　被災地で生きる女性たちの今～』

1月31日 『災害に負けない家族になろう　～小さな笑顔を守りたい～』

2月15日 『女と男の笑いでコミュニケーション』

3月15日 『DVと児童虐待　～子どもも自分も守りたい～』

　・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28日 役員会　平成26年度総会について

6月11日 総会　　 平成25年度事業報告

　　　　　 平成26年度事業計画（案）

11月10日 役員会　連絡会企画講座について（講師・日程等決定）

1月15日 役員会　連絡会企画講座について（詳細決定）

●連絡会企画講座

日時 内容

8月30日 講演会『イーダと過ごした295日　～“同じ”を知って“違い”を認める～』

12月6日
講演会『フルタイム勤務から時短勤務への選択　～父親が家庭に入る意味、これからの世
代へのメッセージ～』

1月24日
講座『田辺市の男女共同参画の現状について
　～男女共同参画市民意識調査の結果から～』

●その他の参加事業（再掲）

日時 内容

6月23日 男女共同参画週間街頭啓発

11月9日 『災害と女性　～東日本大震災から3年　被災地で生きる女性たちの今～』

11月30日
12月14日
1月18日

はじめての男女共同参画エキスパンダー養成講座
『私が変わる！　～自分らしく輝く社会～』

1月31日 『災害に負けない家族になろう　～小さな笑顔を守りたい～』

2月15日 『女と男の笑いでコミュニケーション』

3月15日 『DVと児童虐待　～子どもも自分も守りたい～』

　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。
　（平成26年度は23団体の加盟）

●会議
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■女性電話相談事業

●相談件数（平成27年2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

13 7 11 11 7 13 12 11 0 6 5 21 117

●相談内容

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24件で、全体の約21％を占めている。

117 100

30 26

合計

その他

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） 33

1

4

1

3

28

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）

　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

35

14

構成比（％）

30

12

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

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

仕事・職場の悩み

その他
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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 55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61.62合併号
（3/23発行）

第63号
（3/31発行）

・配布先　 ：行政局・公民館等の市内公的機関、周辺町村、関係機関等

・発行部数：750部／回

●センター広報紙「ゆう」

第2次田辺市男女共同参画プランを策定しました、女性電話相談室から「DV
（ドメスティック・バイオレンス）について　こんな言葉をご存知ですか？」

男女共同参加センターで開催した講座・講演会等（平成26年度）、女性電話相
談室から「平成26年度女性電話相談　相談内容構成比」

　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26年度男女用同参画センター実施予定事業、男女共同参画連絡会企画
講演会のご案内、女性電話相談室から～「DV（ドメスティック・バイオレンス）に
ついて　こんな言葉をご存知ですか？」

図書

340冊

第60号
（8/20発行）

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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