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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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令和２年度実施事業
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■講演会 ・講座等

●講座（DV被害者⽀援の会ニュースタートと男⼥共同参画センターとの共催）

内容 講師 参加者数

10月18日 (日)

「相談⽀援ステップアップ講座」
　講義とワークショップ
　・『⺟娘〜その⽣き⽅〜』〜私が私
の中の⺟を思う時〜

15名
(男性0名、⼥性15名)

12月5日 (土)

「相談⽀援ステップアップ講座」
　講義とワークショップ
　・『思春期の子どもとのつきあい⽅』
〜あなたが子どもに伝えたいことは何
ですか〜

14名
(男性1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17日
11月19日

オークワパビリオンシ
ティ・JR紀伊田辺駅
前

200個(火)
(木)

16︓00
〜

16︓30

男⼥共同参画の視点に⽴って、日頃から相談を受けることの多い⽅等のための「相談⽀援ステップアップ講座」を実施し
た。

日時

10︓30
〜

15︓30

啓発物品(ウェットティッシュ等)の配
布

山出谷 聡美さん
(ウィメンズセンター大
阪・はるウィメンズクリ

ニックスタッフ)
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●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28日 （土）
13︓30

〜
15︓30

映画「最⾼の⼈⽣の⾒つけ⽅」
⼈⽣を家庭に捧げてきた＜大真面目な主
婦＞と、⼈⽣を仕事に捧げてきた＜大⾦持
ちの⼥社⻑＞。余命宣告された２⼈のあり
えない出会いと、想定外の⾏動から始まる奇
跡の物語。今までの自分なら絶対にやらない
ことも、自らの殻を破って初体験︕自分らしく
⽣きることの楽しさに出会えた２⼈に、ある
奇跡が待っていました－。

市⺠総合センター
２階交流ホール

38名
(男性4名、⼥性30名、

未記入４名)

●講座（男⼥共同参画推進員企画講座）

内容 講師 参加者数

12月6日 (日)
13︓30

〜
15︓00

「大⼈のための、お⾦と⽣活の知恵」
垣　由起　さん
（⾦融広報アドバイ
ザー）

26名
(男性5名、⼥性21名)

セカンドライフに向けて考えておきたいお⾦のこと、⽣活設計のために知っておきたい制度などについて学んだ。

日時

日時
男⼥の役割や、家庭における男⼥共同参画を考えるきっかけとなるような映画の鑑賞会を実施した。
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●講座（男⼥共同参画連絡会企画）

内容 講師 参加者数

2月6日 （土）
10︓00

〜
11︓30

「教えて!⼥性分団さん~訓練⽤⼈形
（乳児・小児・成⼈）を使った応急手当を
体験してみませんか~」

田上享子さん
（田辺市消防団⼥性
分団⻑/連絡会運営委
員）
⼥性分団員さん

21名
(男性3名、⼥性18名)

日時

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
当などについて学んだ。
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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

7月20日 コロナ禍での講座開催方法について、推進員企画講座について（テーマ等講座内容検討）

8月24日 推進員企画講座について（詳細検討）

10月19日 推進員企画講座について（詳細検討）

1月18日 推進員企画講座を終えて、次回への検討課題について

2月15日 令和３年度の推進員企画講座について（テーマ等検討）

3月22日 令和３年度の推進員企画講座について（テーマ等検討）

●推進員企画講座

日時 内容

12月6日 「⼤⼈のための、お⾦と⽣活の知恵」

●その他の参加事業（※次ページ「男⼥共同参画連絡会」企画講座への参加）

日時 内容

11月28日 連絡会企画講座︓DVD鑑賞会『最⾼の⼈⽣の⾒つけ方』

2月6日 連絡会企画講座︓ 『教えて︕⼥性分団さん〜訓練⽤⼈形（幼児・⼩児・成⼈）を使った応急
⼿当を体験してみませんか〜』

　・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

7月10日 役員会　令和２年度総会について
　　　　 　令和２年度事業計画（案）について

9月25日
総会　　 令和元年度事業報告
　　　　　 令和２年度事業計画（案）
          ※当日朝の⼤⾬警報発令により急きょ中⽌となり、⽂書郵送に変更しました。

●連絡会企画講座

日時 内容

11月28日 DVD鑑賞会『最⾼の⼈⽣の⾒つけ方』

2月6日 『教えて︕⼥性分団さん〜訓練⽤⼈形（幼児・⼩児・成⼈）を使った応急⼿当を体験してみ
ませんか〜』

●その他の参加事業（※前ページ「男⼥共同参画推進員」企画講座への参加）

日時 内容

12月6日 推進員企画講座︓「⼤⼈のための、お⾦と⽣活の知恵」

　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。
　（2１団体が加盟）

●会議
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■⼥性電話相談事業

●相談件数（令和３年３月31日現在）
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
12 13 12 12 6 17 7 4 13 9 17 15 137

●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9件で、全体の約7％を占めている。

137 100%

17 12%

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） 41

2%

1

2

1%

30%

暴⼒ 2 2%

　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

36

38

構成比

26%

27%

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
約50種類 約200冊 約70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81号
（12/1発⾏）

第82号
（3/31発⾏）

・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

令和２年度男⼥共同参画センター実施事業について、「第５次男⼥共同参画基
本計画」（内閣府男⼥共同参画局）が策定されました、⼥性電話相談室から令
和２年度⼥性電話相談件数・主訴内訳、「令和２年度⼥性に対する暴⼒をなく
す運動の描きおろし漫画」（内閣府男⼥共同参画局）

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

・発⾏部数︓約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」ポスター（内閣府男⼥共同参画局）、「日本⼥
性会議2020あいち刈⾕」の開催報告、講座のご案内、貸出ＤＶＤのご案内、⼥
性電話相談室から電話相談のご案内

　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。

「男⼥共同参画週間」ポスター（内閣府男⼥共同参画局）、令和２年度男⼥
共同参画センター実施予定事業について、講座のご案内、「AV（アダルトビデオ）
出演強要、JKビジネス被害防⽌」ポスター（内閣府男⼥共同参画局）

図書
約500冊

第80号
（9/1発⾏）
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