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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４年度実施事業
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■講演会 ・講座等

●語り合い広場（和歌山県男女共同参画センター“りぃぶる”との共催）

内容 講師 参加者数

7月23日 (土)

13：30

～

15：30

●男女共同参画講演会

内容 講師 参加者数

10月16日 (日)

10：00

～

12：00

日時・場所

30名
(アンケート回答全員

（性別欄なし）)

性的少数者についての理解を深めるとともに、身近な人からカミングアウト（打ち明け）を受けた時の対応に

ついての講座を開催した。

市民総合センター

「多様な性を考えよう」

～基礎知識と身近な人からの

カミングアウト（打ち明け）を

受けたなら～

いわたにてるこさん

（カラフルチャイル

ド代表）

災害時における様々な困難や悩み、男女共同参画の視点を取り入れた安心安全な避難所運営、災害後

の高齢者の孤独・孤立を防ぐための取組等について学び、地域防災力を高めるために男女が担う役割につい

ての講演会を開催した。

日時・場所

「災害に強い地域をつくる」

～東日本大震災でみえた

様々な困難や悩みとは～

田端八重子さん

（一般社団法人

ＧＥＮ・Ｊ代表理

事、元もりおか女

性センター長）

36名
(うちアンケート回答31名

（男性９名、女性19名、

未記入３名）)
たなべる
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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16日 (水) オークワパビリオンシティ

11月17日 (木) JR紀伊田辺駅前

●映画鑑賞会（男女共同参画連絡会企画）

参加者数

11月27日（日）

13：30

～

15：15

日時・場所

16：00

～

16：40

啓発物品(ポケット

ティッシュ等)の配

布

250個

生涯学習フェスティバルのイベント企画として、個性豊かな人物たちが自分らしさを求めていく姿を描いた映画

の鑑賞会を実施した。
日時・場所 内容

映画「おいしい家族」

【あらすじ】

銀座で働く橙花は、夫と別居中。仕事もうまくいか

ず都会での生活に疲れ気味。ちょうど母の三回忌を

迎え、船にゆられて故郷の離島へ帰ってきた。する

と、実家では父が、亡き妻の服を着ておいしいごは

んを作ってまっていた！・・・

24名

（アンケート回答全員

（男性4名、女性18名、

未記入2名））

市民総合センター
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●一日女性電話相談

11月27日 (日)

10：00

～

16：00

●男女共同参画図書特設コーナー

参加者数

11月27日（日）

10：00

～

16：00

●パネルディスカッション（男女共同参画推進員企画）

内容
コーディネーター

パネラー
参加者数

12月3日 （土）

13：30

～

15：30

一日女性電話相談

内容
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

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、男女共同参画に関する図書の展示やアンケートにご協力いた

だいた。
日時・場所 内容

男女共同参画図書特設コーナー

（図書の展示、アンケートのご協力）

109名

（アンケート回答全員（男

性36名、女性70名、

未記入３名））
男女共同参画センター

田辺で暮らしているパネラー3人に自身の生活の中で色々思うことを話していただき、参加者の皆さんとも意見

の交換をするなど、気軽に語り合う場を設けた。

日時・場所

パネルディスカッション「となりの

女（ひと）の田辺ぐらし～みん

なで元気になるために～」

コーディネーター

　須本起代子さん

パネラー

　栗栖恵さん

　髙橋恵美さん

　花村あゆみさん

18名
(うちアンケート回答15名

（男性１名、女性14

名））

市民総合センター
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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11日
本年度推進員企画講座について（予定講座の報告）、人権教育啓発推進懇話会委

員の選出について

5月23日 田辺市まちづくり学びあい講座についての日時、内容検討

6月20日 田辺市まちづくり学びあい講座（田辺市人権尊重のまちづくり条例について）

7月14日 田辺市まちづくり学びあい講座のふりかえり

8月25日 男女共同参画条例についての意見交換、推進員企画パネルディスカッション日時について

9月22日 推進員企画パネルディスカッションのテーマ検討、アンガーマネジメント講座日時について

10月13日 推進員企画パネルディスカッションのチラシ決定、進行確認

11月18日 推進員企画パネルディスカッションの最終確認、アンガーマネジメント講座の詳細確認

●推進員企画講座

日時 内容

12月3日 パネルディスカッション　「となりの女（ひと）の田辺ぐらし」

1月15日 （予定）「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

7月23日

「多様な性を考えよう」～基礎知識と身近な人からのカミングアウト（打ち明け）を受けた

なら～（和歌山県男女共同参画センター“りぃぶる”と市男女共同参画センターとの共

催）

10月16日
「災害に強い地域をつくる」～東日本大震災でみえた様々な困難や悩みとは～

（市男女共同参画センター）

11月27日 映画鑑賞会「おいしい家族」（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

5月11日

役員会　令和４年度総会について

　　　　 　令和４年度事業計画（案）について

　　　　　　田辺市人権擁護連盟理事の推薦について（報告）

　　　　　　連絡会主催の会議・講座等の警報発令による中止判断について

6月8日

総会　　 令和3年度事業報告

　　　　　 令和4年度事業計画（案）

　　　　　　田辺市人権擁護連盟理事の推薦について（報告）

　　　　　　連絡会主催の会議・講座等の警報発令による中止判断について

　　　　　　田辺市男女共同参画連絡会運営委員について

7月28日
役員会　令和４年度生涯学習フェスティバルにおける田辺市男女共同参画連絡会

　　　　　企画ＤＶＤ鑑賞会についてほか

●連絡会企画講座

日時 内容

11月27日 映画鑑賞会　「おいしい家族」

2月23日
（予定）『教えて！女性分団さん　子どもの命を守る！体験型「救急救命講座」・・・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

7月23日

「多様な性を考えよう」～基礎知識と身近な人からのカミングアウト（打ち明け）を受けた

なら～（和歌山県男女共同参画センター“りぃぶる”と市男女共同参画センターとの共

催）

10月16日
「災害に強い地域をつくる」～東日本大震災でみえた様々な困難や悩みとは～

（市男女共同参画センター）

12月3日 　パネルディスカッション　「となりの女（ひと）の田辺ぐらし」（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。

　（１９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12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

7 12 7 2 8 13 9 6 2 66

●相談内容 ※重複あり

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３件で、全体の約３％を占めている。

93 100%

5 5%

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） 8

1%

6

1

6%

9%

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

25

48

構成比

27%

52%

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

その他
仕事・職場の悩み

暮らしにかかわる悩み
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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87号
（11/1発行）

第88号
（3/31発行予定）

・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

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」（内閣府男女共同参画局）、女性電話相

談、映画鑑賞会「おいしい家族」のご案内、パネルディスカッション「となりの女（ひ

と）の田辺ぐらし」のご案内、事業報告男女共同参画講演会「災害に強い地域を

つくる」、「理工チャレンジ（略してリコチャレ）のご案内」（内閣府男女共同参画

局）

　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。

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イラスト紹

介（内閣府男女共同参画局）、令和4年度男女共同参画センター実施予定事

業について、講座報告「多様な性を考えよう」、田辺市「女子野球タウン」認定、「政

治分野の男女共同参画を推進するために」ハラスメント防止研修教材紹介（内閣

府男女共同参画局）、「LGBTQ相談窓口」（和歌山県男女共同参画センター"

りぃぶる"）

図書

約500冊

第86号
（8/1発行）

　

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