
No. 事業名
受講者
参加者

託児数 備　考

1 男女共同参画推進委員会 任期　R3.7.28まで

2
つるがしま男女共同参画推進プ
ラン（第５次）の進行管理

５３団体
５３人

０人

４６団体
４７人

０人

交　流

3
鶴ヶ島市男女共同参画週間行
事

「ハーモニーふれあいウィーク２０１９」

来場者
のベ

８２９人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度　事業執行状況 （※執行予定含む）

鶴ヶ島市女性センター

事業項目 日程・内容・講師

男女共同参画推進

第１回　７月２９日（月）
第２回　２月　６日（木）

　男女共同参画推進プラン（第５次）（計画期間：平成２９～令和３年度）の
取組の進行管理

5 利用者懇談会

第１回　５月１１日（土）１０時～１１時
　・平成３０年度男女共同参画推進委員会の概要報告
　・全面禁煙の実施について説明
　・ハーモニーふれあいウィーク２０１９への協力依頼
　・女性センターの使用方法、サークル運営の基本等について説明
　・令和元年度事業について説明
　・利用上の問題点などについて協議

第２回　１月２５日（土）１０時～１１時３０分
　・令和２年度の使用登録、使用申請等について説明
　・軽運動室照明LED化工事（令和２年度予定）に伴う利用制限に
　 ついて説明
　・市公共施設個別利用実施計画策定に伴うアンケートへの協力依頼
　・ハーモニーふれあいウィーク２０２０への協力依頼

０人

　市民団体・個人との協働により、男女共同参画について考えるための
行事
　・６月２１日（金）～６月２２日（土）
　・テーマ　「勇気と希望で新しい時代へ」
　・参加者：２２団体・１２個人、企画数：４１企画

4
つるがしまどこでもまちライブラ
リー

「つるがしまどこでもまちライブラリー＠ハーモニー」

第１回
７人

第２回
２３人

第１回：女性セン
ター利用団体「四季
を味わう会」と共催

第２回：読み聞かせ
サークル「おはなし
ぴっころ」協力

　市が進める、本を活用した交流事業（所管：生涯学習スポーツ課）
　・第１回　６月２１日（金）１３時～１４時
　　　　　　　おすすめ本の紹介
　　　　　　　※ハーモニーふれあいウィークで開催
　・第２回　１２月８日（日）１３時３０分～１４時３０分
　　　　　　　読み聞かせ、語り、手遊び、お手玉
　　　　　　　※女性センターで開催された「第７回障がい者交流フェス
　　　　　　　　ティバル」で開催

6 利用団体による清掃

利用団体による清掃
４８団体
６０人

　女性センターを定期的に使用している団体に協力を呼びかけ、通常
使用している部屋の一斉掃除及び意見交換を行うもの
　・１２月７日（土）９時～部屋ごとに終了次第解散

資料１
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No. 事業名
受講者
参加者

託児数 備　考事業項目 日程・内容・講師

8

ワーク・ライフ・バランス普及啓発
のための講座

学　習

女性のキャリア形成・就労支援
のための講座等

9

7
男女共同参画推進・女性活躍応
援講座

「なりたい自分になる！メイク術セミナー」

８人
ハーモニーふれあ
いウィークで開催
協力：（株）ポーラ

　自分が望むイメージに近づくメイクを施し、考え方や行動に自信を持て
るようになることで自己実現につなげることを目的としたセミナー
　・６月２１日（金）１０時～１５時　※１時間当たり２人ずつメイク体験
　・講師：（株）ポーラ

「パパといっしょにチャレンジクッキング」

親子
１０組
２１人

内閣府「“おとう
飯”始めよう」キャ
ンペーンを活用
し、啓発品（大人
用エプロン）の提
供を受けた

　父親（祖父）が子どもと料理をすることで、男性も仕事と家庭を両立し、
性別に関わりなく家事、育児を分担するきっかけとしてもらう講座
　・２月１日（土）１０時～１３時
　・講師：福島光子さん（野菜ソムリエプロ）

10

「就職支援連続講座」

第１回
１３人

第２回
１１人

　結婚や出産を機に退職した女性の再就職を支援するための講座

女
性
活
躍
推
進

(

就
労
支
援

）

「ワーク・ライフ・バランスセミナー」

11

「鶴ヶ島市地域企業就職面接会」

第１回
共催：埼玉県

　結婚や出産を機に退職した女性が、地域で再就職することを支援
するための就職面接会

・１１月２８日（木）１３時３０分～１５時３０分
・会場：川越公共職業安定所（ハローワーク川越）
・参加事業所：５事業所（所在地：市内 ２、川越市 ３）

第１回　　【就活の基本】面接マナーとよく聞かれる質問
　・１１月１９日（火）１０時～１２時
　・講師：蓑口和美さん（キャリアカウンセラー）

第２回　就職、転職に役立つ社会保険のしくみ
　・１１月２６日（火）１０時～１１時３０分
　・講師：瀧島宏美さん
　　（日本ファイナンシャルプランナー協会埼玉支部会員）

共催：一般財団法
人女性労働協会
（厚生労働省から
事業を受託）

　地域事業所の経営者、管理職、人事担当者などを対象に、企業に
おける女性活躍が効果的に推進されるよう、ワーク・ライフ・バランス
に向けた職場づくりについて学ぶセミナー
　・１０月２９日（火）１３時３０分～１５時
　・講師：井上明美さん
　　（一般財団法人女性労働協会女性就業支援専門員）

６人

共催：ハローワーク
川越
※就職に至った人数
は７人（参加者の
２６．９％）
※子ども同伴したが
保育サービスを利用
しなかった人もあり
（１人）

２６人 ４人
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No. 事業名
受講者
参加者

託児数 備　考事業項目 日程・内容・講師

①１４７人
　(実績）

②９２人
③９７人
④１６９人
⑤１４０人
　（予定）

15 女性のための法律相談

女性のキャリア形成・就労支援
のための講座等（続）

13
性別に起因する暴力防止のため
の講座

共催：市内全中学
校（５校）

市内中学３年生を対象としたデートＤＶ予防のための講座
①藤中学校３年生
　１２月４日（水）１３時４０分～１５時１０分
②南中学校３年生
　３月４日（水）８時５０分～１０時２０分(予定）
③富士見中学校３年生
　３月４日（水）１０時５５分～１２時２５分（予定）
④鶴ヶ島中学校３年生
　３月１０日（火）８時５０分～１０時２０分（予定）
⑤西中学校３年生
　３月１０日（火）１０時５５分～１２時２５分（予定）
・講師：大内真沙美さん（深谷赤十字病院看護師）
・会場：各中学校

「女性起業応援カフェ＠つるがしま」

２１人

共催：鶴ヶ島市商
工会
協力：（株）武蔵野
銀行、埼玉中小企
業家同友会女性
経営者クラブ・ファ
ム

女
性
活
躍
推
進

(

起
業
支
援

)

　起業した女性及び起業を目指す女性に、情報交換と学びの場を提
供し、女性の起業を支援するイベント
　・１月１８日（土）１３時３０分～１６時３０分
　・会場：鶴ヶ島市役所５階会議室
　・内容：
　　　第１部　講演「思いもよらなかった経営者の道」
　　　　　　　　講師：久賀きよ江さん
　　　　　　　　　　　　（中小企業家同友会全国協議会女性部連絡会
　　　　　　　　　　　　　代表、株式会社メガネマーケット代表取締役）
　　　第２部　意見交換会
　　　　　　　　ファシリテーター：埼玉中小企業家同友会女性経営者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 クラブ・ファム
　　　第３部　交流会、無料相談会

ハーモニーふれあ
いウィークで開催
共催：高齢者福祉
課

　主に女性を対象に、身体機能の低下を防止し、介護予防を意識付ける
講座
　・６月２２日（土）１０時～１１時３０分
　・講師：介護予防ボランティア　つるフィット

０人

相　談
通年
　第２水曜日１０時～１３時
　川越弁護士会の女性弁護士２人に隔月で依頼

１月までの
相談件数

２３件
うちＤＶ相談

７件（３０.４％）

学習（続）

12

「デートＤＶ予防講座」

14 女性の健康維持のための講座

「介護予防体操」

１２人
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No. 事業名
受講者
参加者

託児数 備　考事業項目 日程・内容・講師

16 市広報紙における啓発

17 図書の整備・情報資料の提供

18 図書の企画展示

19 女性センターだよりの発行

20 ホームページの管理 市ホームページ内

①男女共同参画統計学習パネル「意識」に関するパネル
　６月２１日（金）～１０月３１日（木）
　（出展：国立女性教育会館）

21 男女共同参画啓発展示

情　報

市広報紙の市政情報のページに啓発記事を掲載
　　６月　男女共同参画について考えてみませんか（１ページ）
　１０月　女性が活躍できる社会を目指して（3/4ぺージ）
　１１月　「女性に対する暴力をなくす運動」を展開中～ひとりで悩まず
　　　　　相談を～（１ぺージ）
　１２月　応援します！女性の起業（1/2ページ）

　（出展：埼玉県男女共同参画推進センター）

③「性犯罪・性暴力とは」　７月１６日（火）～　　（出展：内閣府）

毎月テーマを設定
　４月 ①生む選択、生まない選択　②働くお母さん・仕事と家庭の両立
　５月 ③制度・慣行・法律　④新紙幣になった「津田梅子」
　６月 ⑤さまざまなハラスメント　⑥女性が書いた文学
　７月 ⑦生きづらさを抱えたあなたに…　⑧夏を楽しむ！
　８月 ⑨イクメン、カジメンになれる本　⑩健康づくりを助ける本
　９月 ⑪災害弱者について考える　⑫シニアパワー！
　１０月 ⑬女性が活躍する社会へ　⑭いろいろな家族のかたち
　１１月 ⑮ドメスティック・バイオレンス　⑯ポジティブに考えよう！
　１２月 ⑰女性であること、障がいを持つということ　⑱快適に暮らす
　１月 ⑲人権について考える　⑳多様な性
　２月 ㉑メディアを読み解く力　㉒ 夫婦のかたち
　３月予定 ㉓女性の権利と世界平和（国際女性デー） ㉔ジェンダーとは

１０月発行

　（出展：国立女性教育会館）

②「男性を取り巻く環境」　７月１６日（火）～１０月１９日（土）

・通年
・市立図書館における貸出（約100冊を持込）
　　７月・１月（中央図書館）、８月（富士見分室、西分室）、
　　２月（東分室、大橋分室）

通年

④「夫婦が本音で話せる魔法のシート『○○家作戦会議』」
　８月２７日（火）～１０月１９日（土）　　（出展：内閣府）

⑤「男女雇用機会均等法すごろく」　８月２７日（火）～１０月３１日（木）

「第７回障がい者交流フェ
スティバル」に合わせて展
示　（出展：埼玉県男女共同参画推進センター）

⑥「障害と女性」　　１２月３日（火）～
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No. 事業名
受講者
参加者

託児数 備　考事業項目 日程・内容・講師

21
（続）

⑦「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせた展示

　企画展示「ドメスティック・バイオレンス」　　市役所１階ロビー
　１１月６日（水）～１１月１５日（金）
　　・「人身取引と女性に対する暴力をなくすために」
　　　（出展：国立女性教育会館）
　　・「ドメスティック・バイオレンス」
　　　（出展：埼玉県男女共同参画推進センター）
　　・女性に対する暴力防止啓発ポスター　３種（出展：内閣府）

情報（続）

　女性センターにおける展示
　１１月１日（金）～１１月３０日（土）
　　・パープルリボンのタペストリー(キルト）
　　・パープルリボン運動とは
　　・パープルリボンの参加型展示
　　・女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク（出展：内閣府）
　　・薬物やアルコールなどを使用した性犯罪・性暴力（出展：内閣府）
　　・デートDVって？（出展：内閣府）
　　・性犯罪・性暴力とは（出展：内閣府）（再掲）
　　・広報つるがしま１１月号の特集記事の拡大版
　　・DVに関する図書・雑誌・新聞記事の展示
　　・支配があるかのチェックリスト（出展：NPO法人レジリエンス）
　　・各種啓発カード

　その他
　　・市立図書館におけるDVに関する本の特集（期間は図書館に一任）

⑧ハーモニーふれあいウィーク関連展示

（※）は、市民団
体・個人による展
示

男女共同参画啓発展示（続）

６月２１日（金）～７月１２日（金）
・文集「百日紅」の展示（※）
・発見！セク・ハラと恋愛の違い　共同参画な男女の関係（※）
・女性起業家応援マップ こんなお店知ってる？２０１９（※）
・男女共同参画統計学習パネル 「意識」に関するパネル
　（出展：国立女性教育会館）（再掲）
・考えよう！私たちの働き方・暮らし方
　（出展：埼玉県男女共同参画推進センター）
・つるがしま男女共同参画推進プラン（第５次）児童生徒用
 ダイジェスト版
・男女共同参画川柳
・中学生社会体験チャレンジ事業で作成した展示
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No. 事業名
受講者
参加者

託児数 備　考事業項目 日程・内容・講師

23
施設提供
（使用受付、点検、修繕）

24 消防訓練
年２回
協力：消防設備点
検受託業者

25 定期清掃 年３回

公共施設等へのリーフレットの設置

女性がつくる鶴ヶ島ブランド（※）
継続支援

（※）鶴ヶ島市の知名度向上につなが
る事業又は商品を地域の女性から募
集し、認定者に奨励金を活用してアイ
デアを事業化及び商品化してもらうこ
とで、鶴ヶ島市をＰＲしていただくもの。
平成２８年度に２組を認定。（内閣府
の「地方創生加速化交付金」を活用）

広報支援

１５人

支援期間は、平成
２９年度（ブランド
認定の翌年度）か
ら令和元年度末ま
で（３年間）

セミナーはハーモ
ニーふれあい
ウィークで開催

　女性がつくる鶴ヶ島ブランド認定事業者を講師とし、認定事業の周知及
び女性が地域で起業することへの関心を高めるためのセミナーの開催
　・６月２２日（土）１３時３０分～１５時
　・「愛犬と私の老い支度」
　　愛犬のためのバスボム作りワークショップ付き
　・講師：立石絵美さん
　　　　　　（獣医師、動物往診＋在宅ケアサービス にくきゅう）

施設運営

通年
１２月２８日～１月４日は年末年始休館
軽運動室照明LED化工事設計業務実施（※工事は令和２年度を予定）

６月、１２月
避難訓練実施日時にサークル活動を行う利用団体に参加協力を依頼

その他事業 22

６月、１０月、２月
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