
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

3
つるがしま男女共同参画推進プ
ラン（第６次）の策定準備

調査結果は現在
取りまとめ中で
す。

4
男女共同参画庁内推進員研修
会（職員）

共催：こども支援
課

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　「ハーモニーふれあいウィーク２０２０」
　・６月２７日（土）及び２８日（日）に開催予定でしたが、感染拡大防止の
　　ため中止としました。

「ハーモニーふれあいウィーク２０２１」に向けた準備会
　・１２月１１日（金）１０時～１１時３０分
　　過去の協力者有志による準備会を行い、意見を伺いました。

３人

「ハーモニーふれあいウィーク２０２１」企画会議
　・２月２０日（土）開催予定でしたが、感染拡大防止のため中止とし
　　ました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年度　事業執行状況 （※中止事業含む）

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　感染拡大防止のため、書面会議としました。
　　　　　資料確認及び質疑書提出期間　６月２３日（火）～６月３０日（火）
第２回　感染拡大防止のため、書面会議としました。
　　　　　資料確認及び質疑書提出期間　２月２４日（水）～３月２日（火）

「ドメスティック・バイオレンス防止及び児童虐待防止講演会」
　　※市民対象の講座ですが、例年、男女共同参画庁内推進員の研修
　　　会としても位置付けています。今年度は、感染拡大防止のため中止
　　　としました。

　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

　男女共同参画推進プラン（第６次）（計画予定期間：令和４～令和８年
度）の策定の参考とするため、男女共同参画に関する市民意識調査を実
施
・調査地域及び調査対象：市全域・市内在住の１８歳以上の男女2,000人
・抽出方法：住民基本台帳から無作為抽出
・抽出日：１１月１日（日）
・調査方法：自記式調査票を郵送
　　　　　　　 返信用封筒（料金受取人払郵便）にて郵送回収
・調査の委託：なし
・回収期間：１２月７日（月）～１２月２５日（金）
・回収数及び回収率：８０６通・４０．３％

5 男女共同参画週間行事交　流

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

２１団体
２３人

０人 年２回のうちの１回目

年２回のうちの２回目

8 利用団体による清掃

10

協力：ハーモニー
ふれあいウィーク
企画委員有志

感染拡大防止のため、中止としました。

「つるがしまどこでもまちライブラリー＠ハーモニー」
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
　「ハーモニーふれあいウィーク２０２０」に合わせて開催予定でしたが、
　感染拡大防止のため中止としました。
・第２回
　例年女性センターを会場としている「障がい者交流フェスティバル（所
　管：障害者福祉課）」に合わせて開催予定でしたが、感染拡大防止の
　ため、イベントが中止となりました。

「自分史の書き方　人生の足跡を文章にしてみよう」
　自分の生きてきた道のりをふりかえり、今後の生き方をより良いものと
　するための文章講座（３回連続）
　・１月２１日（木）１０時～１２時
　・２月４日（木）１０時～１２時
　・２月１８日（木）１０時～１２時
　・講師：小澤ゆかりさん（元わかば大学塾自分史講師）
感染拡大防止のため、中止としました。

第１回
　当初は、感染拡大防止のため今年度末まで休館とし、利用者懇談会
　も開催しない予定でした。しかしながら、８月１日（土）から施設の一部
　を市民開放することとなり、再開に合わせて使用する部屋の調整等を
　行う必要が生じ、開催しました。
　・７月２５日（土）１０時～１１時３０分

第２回
　感染拡大防止のため書面による事務連絡とし、１月９日（土）に、各利
　用団体の代表者に資料を郵送しました。

交流（続）

学　習
男女共同参画意識の普及推進
のための講座等

7 利用者懇談会

9

6
つるがしまどこでもまちライブラ
リー

男女共同参画に関するDVD上映会「ビリーブ　未来への大逆転」
　ルース・ベイダー・ギンズバーグさん（1993年にアメリカ最高裁判所判事
　に指名され、2020年９月に８７歳で死去するまで、性差別の撤廃など
　を求めるリベラル派判事として影響力を持っていた女性）の半生を描い
　た映画を上映しました。鑑賞後は感想を共有し、来年度のハーモニー
　ふれあいウィークへの協力を呼びかけました。
　・第１回　８月２９日（土）１４時１０分～１６時４０分　南市民センター
　・第２回　９月２６日（土）１４時１５分～１６時４５分　富士見市民センター
　・第３回　１０月２４日（土）１４時３０分～１７時　北市民センター

第１回
６人

第２回
６人

第３回
５人

のべ１７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

11
男女共同参画意識の普及推進
のための講座等（続）

12
ワーク・ライフ・バランスの普及推
進のため講座

内閣府の「おとう
飯はじめよう」キャ
ンペーンを活用

13
社会における女性の活躍と参画
の促進のための講座

女
性
活
躍
推
進

（
就
労
支
援

）

１１人

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）

「ハーモニー写真展」作品の募集
性別による固定的な役割分担にとらわれずに生活する様子、また、育
児・家事・介護・仕事などに取り組んでいる写真を募集し、男女共同参
画意識の普及につとめるもの
　・募集期間は２月２７日(土）まで
　・応募写真は、令和３年度に女性センター・市役所・中央図書館・市民
　　活動推進センター等に展示します。

１回目
３組
７人

２回目
４組
９人

のべ
７組

１６人

経営者、管理職、人事担当者向けセミナー「ハラスメントのない職場
づくり」
地域企業の経営者、管理職及び人事担当者がハラスメントのない
職場環境について学び、働く女性が能力を十分に発揮できる環境
を整える企業が増えることで、女性活躍が効果的に推進されるよう
支援するための講座
　・１０月２９日（木）１４時～１６時
　・会場：富士見市民センター（企画時は、今年度末まで女性センター
　　を休館としていたことと、富士見工業団地工業会会員企業の参加
　　を促進するため、会場を富士見市民センターとしました。）
　・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）
　・広報協力
　　　鶴ヶ島市商工会（川越地区労働基準協会鶴ヶ島分区会員企業）
　　　富士見工業団地工業会
　　　埼玉西部経済同友会

「パパといっしょにチャンレジクッキング」
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
　・第１回　１１月２１日（土）１０時～１３時
　・第２回　１１月２２日（日）１０時～１３時
　　　　感染拡大防止の観点から少人数となるよう、同じ内容で２回開催
　　　　しました。
　・講師：福島光子さん（一般社団法人日本野菜ソムリエ協会　野菜ソム
　　リエプロ）
　・「夫婦が本音で話せる魔法のシート　○○家作戦会議（内閣府作成）」
　　を活用し、保護者に情報提供を行いました。
　・内閣府の「“おとう飯”始めよう」キャンペーンによるまな板及びステッ
　　カーの提供を受け、保護者に配付しました。

学習(続）
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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

14

協力：あいおい
ニッセイ同和損害
保険株式会社（市
が包括連携協定
を締結）

15 共催：埼玉県

16
共催：ハローワー
ク川越

17

女
性
活
躍
推
進

(

起
業
支
援

)

共催：鶴ヶ島市商
工会
協力：株式会社武
蔵野銀行（市と包
括連携協定を締
結）

「女性起業応援カフェ＠つるがしま」
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、ネットワークづくりを支援するイベント
　・１月３１日（日）１３時３０分～１５時３０分
　・会場：鶴ヶ島市役所
　・講師：南まゆ子さん（株式会社アイエフラッシュ代表取締役、
　　　　　　一般社団法人HERS　PROJECT代表理事）
感染拡大防止のため、中止としました。

「地域企業就職面接会」
仕事と家庭の両立に理解のある地域の事業所に出展を絞った、
結婚や出産を機に退職した女性の再就職を支援する就職面接会
　・２月２４日（水）１３時３０分～１５時３０分
　・会場：鶴ヶ島市役所
感染拡大防止のため、中止としました。

女性活躍推進セミナー「幸せな未来のために、一歩ふみ出そう！」
～仕事も家庭も大事にしたいあなたへ～
地域の事業所で働く女性に、就労継続意欲及び昇進意欲を高めて
もらうための講座
　・１１月５日（木）１４時～１５時５０分
　・講師：大瀧雅世さん
　　（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社　ﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）
　・広報協力
　　　鶴ヶ島市商工会（川越地区労働基準協会鶴ヶ島分区会員企業）
　　　富士見工業団地工業会
　　　埼玉西部経済同友会
感染拡大防止のため、中止としました。

就職支援セミナー「【４０歳以上対象】経験を活かして再就職を乗り
切ろう！」
結婚や出産を機に退職した女性の再就職を支援する講座
　・１月２８日（木）１０時～１２時
　・講師：埼玉県女性キャリアセンター　キャリアカウンセラー
感染拡大防止のため、中止としました。

学習
（続）

社会における女性の活躍と参画
の促進のための講座（続）

女
性
活
躍
推
進

（
就
労
支
援

）
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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

19 女性のための法律相談

20 市広報紙における啓発情　報

「デートＤＶ予防講座」
市内中学校３年生を対象に、若年層で増加しているデートＤＶの予防
及び深刻化の防止を目的とする講座
①藤中学校３年生
　１２月３日（木）１３時４０分～１５時１０分
②南中学校３年生
　３月２日（火）８時５０分～１０時２０分
③富士見中学校３年生
　３月２日（火）１０時５５分～１２時２５分
④西中学校３年生
　３月５日（金）８時５０分～１０時２０分
⑤鶴ヶ島中学校３年生
　３月５日（金）１０時５５分～１２時２５分
・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

市広報紙の市政情報のページに啓発記事を掲載しました。
　・６月号　「６月２３日から２９日までは『男女共同参画週間』です」
　　（１ページ）
　・１０月号　「女性の活躍を応援する取組を行っています」（１ぺージ）
　・１１月号　「１１月１２日から２５日は『女性に対する暴力をなくす運動』
　　　　　　　実施期間です」（１ぺージ）
　・１月号　「出産や育児などを機に離職した女性が活躍できる社会へ」
　　（1/2ページ）

２月までの
相談件数
３１件
うちＤＶ相談
６件
（１９．４％）

共催・市内中学校
性別に起因する暴力防止のため
の講座

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
　・４月の法律相談は、女性センターを休館としていたため、会場を市
　 役所会議室に変更し、対面で行いました。
　・５月以降は電話相談としています（女性センターの電話にて弁護士
　 が架電）。

学習
（続）

18

①166人
（実績）

②７５人
③７５人
④125人
⑤140人
（予定）
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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

協力：株式会社
カーリル

22 図書の企画展示

23 女性センターだよりの発行

24 ホームページの管理 市ホームページ内

「COVID-19学校図書館支援プログラム」によるインターネット検索を令和
２年７月に開始
・株式会社カーリルによる全国の図書館の蔵書情報及び貸出状況を無
　料で簡単に検索できる図書館蔵書検索サイトを活用し、利用者が自宅
　のパソコン又はスマートフォン等で女性センターの図書を検索し、女性
　センターに電話又はメールにて予約をすることで、接触を減らして貸出
　すことができます。
・市は、令和４年７月を期限として、無償でサービスの提供を受けていま
　す。

図書の整備・情報資料の提供21

毎月テーマを設定
　４月～７月　休館
　　８月　①お家時間を工夫する　　②免疫力をつけよう！
　　９月　③メディアを読み解く力　　④家族を考えよう！
　１０月　⑤さまざまなハラスメント　⑥おすすめしたい、女性が書いた本
　１１月　⑦ドメスティックバイオレンス、性暴力をなくすために
　　　　　 ⑧家族を考える
　１２月　⑨障害を抱える　　　　　　⑩お片付け
　　１月　⑪女性の視点で考える災害支援　　⑫お金にまつわる本
　　２月　⑬みんなでワーク・ライフ・バランス
　　　　　 ⑭この生きにくさ、わたしだけ？
　　３月　⑮１０代～２０代の悩める女性へ　  ⑯ジェンダーとは

９月発行
　市ホームぺージに掲載、自治会に回覧を依頼するほか、市内公共施
　設に配付

通年

情報
（続）

・通年
・市立図書館における貸出（約100冊を持込）
　　８月・１月（中央図書館）
　　９月（南分室、北分室）
　　２月（富士見分室、西分室）
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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

⑤「女性の活躍促進」９月２３日（火）～１０月２８日（水）　１月５日（火）～
　（出展：国立女性教育会館）

⑥「労働」　９月２３日（火）～１２月２７日（日）
　（出展：国立女性教育会館）

⑦「教育」　９月２３日（火）～１２月２７日（日）
　（出展：国立女性教育会館）

⑧「障害と女性」　１２月１日（火）～１２月２７日（日）
　（出展：埼玉県男女共同参画推進センター）

⑨「男女共同参画の視点で考えるわたしの防災対策」
　１月５日（火）～　　（出展：埼玉県男女共同参画推進センター）

⑩「災害と男女共同参画」　１月５日（火）～
　（出展：埼玉県男女共同参画推進センター）

男女共同参画啓発展示
情報
（続）

25

⑪「わたしたちは性犯罪・性暴力を許さない」
　１月５日（火）～　　（出展：埼玉県男女共同参画推進センター）

⑫「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせた展示（市役所）

　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１１日（水）～１１月２０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）

①「セクシュアルハラスメントのない社会へ」
　８月１日（土）～１０月２７日（火）
　（出展：埼玉県男女共同参画推進センター）

②中学生社会体験チャレンジ事業（平成３０年度）で作成した展示
　８月１日（土）～９月１９日（土）

③「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」　８月１日（土）～９月１９日（土）

④「夫婦が本音で話せる魔法のシート『○○家作戦会議』」
　８月１日（土）～　　　　　（出展：内閣府）

7



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

25
(続)

男女共同参画啓発展示（続）

26
施設管理及び提供
（使用受付、点検、修繕）

27 消防訓練

28 定期清掃 年３回

施設運営

・令和２年３月２日（月）から７月３１日（金）まで、感染拡大防止のため
　全館休館
・５月１２日（火）から９月３０日（水）まで、感染拡大防止のため館内の
　一部を職員の分散勤務場所として使用
・８月１日（土）から段階的に市民開放を再開
・１１月１日（日）から市民開放を全部再開
・１２月２８日（月）から１月４日（月）まで、年末年始休館
・１月１１日（月）から３月７日（日）まで、感染症拡大防止のため原則休館
　（決定時にすでに予約が入っていた部屋を除く、20時以降は使用不可）

※軽運動室照明ＬＥＤ化工事を１１月～１２月に実施

６月、１２月

６月、１０月、２月

情報
（続）

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

（続）「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせた展示（女性セン
    ター）
　１１月１日（日）～１１月３０日（月）
　　・建物のライトアップ（窓に飾った大きなパープルリボンを照らす）
　　・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（来館者にリボンを貼ってもらう）
　　・広報つるがしま１１月号の特集記事の拡大版
　　・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）
　　・ストップDVコバトンクラフト（出展：埼玉県）
　　・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）
　　・各種相談案内カード
　　・DVに関する図書・雑誌・新聞記事
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