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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３年度実施事業
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■講演会 ・講座等

●人権学習ビデオ上映会（２本立て）

参加者数

10月2日 (土)
13:30

～
15:00

●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30日 (土)
「相談支援ステップアップ講座」
　『コロナ禍における女性の悩み
～相談現場から見えたこと～』

大石 由美子さん
（元兵庫県女性家庭
センター（婦人相談
所）職員）

17名
（アンケート回答全員
（男性４名、女性13

名））

11月7日 (日)
「相談支援ステップアップ講座」
『モラル・ハラスメントとは?～見
えにくい精神的暴力～』

戎 多麻枝さん
（エビタスキャリア代
表、NPO法人SEAN
理事）

17名
（うちアンケート回答

16名（男性５名、女
性11名））

日時・場所

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・場所

13:30
～

15:30

市民総合
センター

23名
(うちアンケート回答21
名（男性８名、女性

12名、未記入１
名)）

性自認や性的指向に関する人権、外から見えにくい障害のある人の人権等についてのビデオ上映会を実
施した。

内容

人権学習ビデオ
①「シェアしてみたらわかったこと」
②「あなたがあなたらしく生きるために～性的マイノリ
ティと人権～」

市民総合センター
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●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 配布数

11月17日 (水) オークワパビリオンシティ

11月19日 (金) JR紀伊田辺駅前

●DVD鑑賞会（男女共同参画連絡会企画）

参加者数

11月21日（日）
13:30

～
15:45

啓発物品(ウェット
ティッシュ等)の配
布

200個

日時・場所

日時・場所

16:00
～

16:30

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。

映画「マイ・インターン」

【あらすじ】
ニューヨークのファッションサイトの社⾧として、仕事と
家庭を両立し、充実した日々を過ごしていた主人
公ジュールズ。
そんな彼女の部下に会社の福祉事業として、シニ
ア・インターンのベンが雇われる…。

32名
（うちアンケート回答
28名（男性３名、女

性25名））

たなべる

内容
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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

6月21日 推進員企画講座について（詳細検討）

7月19日 推進員企画講座について（詳細検討）

10月25日 意見交換、次回会議での議題について

11月22日 育休取得男性市職員さんとの意見交換

12月20日 推進員企画講座について（詳細検討）、意見交換

●推進員企画講座

日時 内容

２月
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。

　　「アンガーマネジメント講座」

●その他の参加事業（※上記企画講座等以外への参加）

日時 内容

10月2日 「人権学習ビデオ上映会」（市男女共同参画センター）

11月7日 「相談支援ステップアップ講座」（市男女共同参画センター）

11月21日 「ＤＶＤ鑑賞会『マイ・インターン』」（市男女共同参画センター）

　 　

　・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

6月9日
役員会　令和３年度総会について

　　　　 　令和３年度事業計画（案）について

7月1日
総会　　 令和２年度事業報告

　　　　　 令和３年度事業計画（案）

●連絡会企画講座

日時 内容

11月21日 「ＤＶＤ鑑賞会『マイ・インターン』」

２月

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。

　　「教えて！女性分団さん

　　　　　　～誰しも正しい知識をもつことで救える命があります～」

●その他の参加事業（※上記企画講座等以外への参加）

日時 内容

10月30日 「相談支援ステップアップ講座」（市男女共同参画センター）

　 　

　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４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

4 8 4 5 3 2 3 6 4 4 3 8 54

●相談内容 ※重複あり

暴力 0 0%

　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

17

33

構成比

22%

42%

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） 23

1%

4

1

5%

30%

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11件で、全体の約14％を占めている。

78 100%

0 0%

合計

その他

人間関係の悩み

暮らしにかかわる悩み

仕事・職場の悩み

配偶者・パートナーとの悩み

こころ・からだの悩み
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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84号
（11/1発行）

第85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

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）、女性電

話相談のご案内、講座（DVD鑑賞会「マイ・インターン」）のご案内、貸出ＤＶＤ

のご案内、「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防

災・復興ガイドライン」（内閣府男女共同参画局）のご紹介

　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３年度男女

共同参画センター実施予定事業について、男女共同参画推進員募集、講座

（「人権学習ビデオ上映会」）のご案内、内閣府男女共同参画局作成イラストの

ご紹介（無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）解消の一助に作成された

もの）、「若年層の性暴力被害予防月間」ポスター（内閣府男女共同参画局）

図書

約500冊

第83号
（8/1発行）

『性暴力に関するＳＮＳ相談「Ｃｕｒｅ　ｔｉｍｅ」（キュアタイム）』（内閣府

男女共同参画局）、田辺市男女共同参画センターで開催した講座等（令和３

年度）、「男性のための電話相談」のご案内、貸出図書のご案内、令和３年度女

性電話相談件数・主訴内訳、「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）
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