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いっしょに
つくってみませんか？募集

編集協力員

■個々それぞれの能力を発揮出来る社会であって欲しいと願う。その中で、身の丈に
合った自分を見失わずにいる事も大切だと思える特集でした。（窪田）

■家の中を見渡すと、必要なものと思っていたモノが、10年たったらほぼ必要のない
モノに変わっていた。潔く処分したら、スッキリ爽快！良い気分で夏を過ごしてい
る。（鈴木）

■心が熱くなる筈だったＷ杯もドイツの微笑みで終わり、夏の暑さに耐える日々。で
も虫達は違うらしい。クマムシやネムリユスリカの幼虫は高温低温しかも放射線に
も強いらしい。生き残って微笑むのは、さて誰か。（蓼沼）

■今回の記事、戸田で出産・子育てをしながら外で働く母親として、とても興味深いも
のでした。具体的な取り組みについて、一市民として、もっと知っていきたいです。
まずは、女性人材リストに登録してみようと思います！（千葉）

　「つばさ」は市民の編集協力員によって企画・編
集されています。インタビューなどの取材活動、情
報収集や意見交換といったさまざまな活動をとお
して、楽しく編集に取り組んでいます。興味のある
方、ぜひ一度見学してみてください！「つばさ」へ
のご意見・ご感想もおまちしています。

編集協力員一同

特 集
　市内を中心に練習・発表を行っています。幼稚園～大学生
までの男女児童30人程度のメンバーで、市内を中心に練習・
発表を行っています。NHK児童合唱団指揮者の金田先生と、
素敵なピアノを弾いて下さる岩波先生という素晴らしい先
生に恵まれています。中学～大学生のお姉さん達が、幼稚園・
小学生の団員をサポートしてくれるなど、学校では経験でき ※送られた写真は返却できません

①お父さんの写真
②一言アピール ③氏名 ④住所 ⑤電話番号
を添えてこのページ下記の宛先までお送りください。
採用された方には地域通貨戸田オール500円分を
プレゼント。
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焼き芋の会の風景
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お父さんの知られざる才能を
　　　　　　　　世にアピールしませんか？
応募
方法

自慢のお父さん大募集！

自慢の団体紹介編

ＤＶ関連相談窓口

 8 : 30～17 : 15

 9 : 00～17 : 00

 9 : 30～17 : 00

 9 : 00～16 : 00

 9 : 00～12 : 00
 13 : 00～16 : 00

10 : 00～12 : 00
10 : 00～15 : 00

10 : 00～20 : 30

 9 : 30～20 : 30

電 話 番 号

月～土、第2・4・5日曜日
（祝日をのぞく）

月～金
月～金

毎週火・金
月1回、第2木

月～土
日・祝日
月～土

月～金

相 談 時 間相談の名称 受 付 日実施機関の名称

DVで悩んでいるあなた、一度相談してみませんか？

戸田市福祉保健センター

戸田市こども家庭課

戸田市防犯くらし交通課

配偶者暴力相談支援センター
（県婦人相談センターＤＶ相談担当）

県男女共同参画推進センター「With You さいたま」
蕨警察署生活安全課

DV相談

家庭児童相談

よろず相談

法律相談（要電話予約）

警察安全相談

人権相談

048-446-6453

048-863-6060

048-600-3800
048-444-0110

048-433-2222

048-441-1800
（内線270）

※プライバシーは守ります。

　ＤＶとは夫婦間や恋人同士など、親密な関係にある人からの暴力をいいます。
「性的関係を強要する」「暴言をはく」「殴る蹴る」「大声でどなる」「避妊に協力しない」

「友人や家族との付き合いをチェックする」「生活費を渡さない」など、
小さなことでもお気軽にご相談ください。

ハワイの風を戸田で感じる
楽しいフラダンス

　ビリーブの登録団体「アロハミッキーフラスタジオ」が主
催となって講座を開催しました。フラダンスの明るく陽気な
音楽が心に残る講座となりました。
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http://genki365.net/gnkt01/mypage/index.php?gid=G0000112
ホームページ

6/6
～
6/20

ママの私、ママじゃない私
女性の生き方講座Ⅱ

　結婚、出産、子育て…当たり前のように妻や母として過ごし
てきたけれど、本当の「私らしさ」って一体なんだろう。そんな
悩みや心のモヤモヤを振り返り、今後のライフプランも考え
る講座でした。
　初対面の女性同士がグループになって、自分のこと、家族の
ことを話すという体験も新鮮だったのではないでしょうか。

6/19
～
7/17

もう一度輝きたい！
女性のための再就職支援セミナー

　今回のテーマは、「求人情報を知って働き方を考えよう！」
でした。求職のアプローチ方法として、有効求人倍率や非正
規雇用の割合を確認することなどを学びました。
　また、埼玉県ウーマノミクス課では、女性が働きやすい企
業に「多様な働き方実践企業」の認定をしています。こちらも
参考にしてみてはいかがでしょうか。

7／9

ぽっぽさろん
（保健師・歯科衛生士のお話）

　「ぽっぽさろん」は、子育ての悩みやちょっとした情報を同
じ0歳児のお母さんで共有でき、交友関係も広がるので、とて
も人気の講座です。
　今回は保健師・歯科衛生士さんが参加してくれました。赤
ちゃんを連れた長距離移動の注意点や、これから生えてくる
歯の虫歯予防についてのアドバイスをいただきました。参加
してくれたお母さんたちのアイデアも盛りこまれ、和やかな
サロンとなりました。

7／10

パパと一緒にダンダンダンス♪
赤ちゃんとパパのベビーダンス

　だっこした赤ちゃんをダンスで寝かしつける「ベビーダン
ス」。普段たくましいパパの身体も赤ちゃんにとっては、心地
良いベッドに早変わりです。
　パパは汗をかき、赤ちゃんはねいきをたてる、そんな不思
議な光景につつまれた楽しい講座となりました。

7／13

ないとてもよい団体活動です。団の運営はママチームにまか
せきりになっていますが、そのぶん、パパチームは子どもた
ちの送迎と力仕事をお手伝いしています。
　女性が中心ではありますが、小学生の男の子達も元気いっ
ぱい歌声を響かせて、楽しく参加しています。
　まずは9月28日の戸田市文化会館での単独コンサートの
成功を目標に、皆がんばっていますので、ご来場いただけれ
ば幸いです。お子様の団員とサポートしていただけるお父さ
んも常時大募集しています。少しの見学からでもかまいませ
んのでお気軽にお声をかけて下さい！！

戸田市児童合唱団

平成26年度
とだ共同参画フォーラム

「マスオさんの
　   男女共同参画のすすめ」

俳優・声優　増岡　弘さん
11月8日（土）午後1時半から

詳細は広報戸田市10月1日号でお知らせします。

ビリーブの講座を開催しました



4.9%

00.0%

第四次戸田市男女共同参画計画（改訂版）の取り組みを紹介
～とだ　あんさんぶるプラン～

　戸田市では、男女がお互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性と能力を十分発揮で

きる男女共同参画社会の実現を目指し、平成21年3月に「第四次戸田市男女共同参画計画～とだ　あん

さんぶるプラン～」（平成21年度～30年度）を策定し、さまざまな施策や事業を推進してきました。

　この計画は策定から5年が経過し、この間、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により防災・

復興分野における男女共同参画の視点が必要不可欠であることや男女間におけるさまざまな暴力など

早急に取り組まなくてはならない課題に対応するため、計画を一部見直し、平成26年3月に改訂版を策

定しました。

　6つの基本目標と取り組みの一部を紹介します。

　男女共同参画社会を実現するためには、一人ひとり
が男女共同参画を正しく認識する必要があります。そ
のため、色々な媒体を通じた啓発を行うとともに、あら
ゆる場における教育・学習の機会を充実させます。

特 集

女性人材リストに登録してみませんか？ 女性人材リストを活用してみませんか？

基本目標Ⅰ
男女共同参画の意識づくり

「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割
分担に同意しない市民の割合を増やします。

29.5%

戸田市が開催する講座などの託児室の設置割合
を増やします。

50.0% 10.0%
平成30年度までに 平成30年度までに

43.6%

女性人材リストの登録者数を増やします。（※）

79人

地域活動に参加していない人の割合を減らします。

　男女がよりよい関係を築いていくためには、お互い
の人権を尊重することが重要です。ＤＶやセクハラな
どの人権を侵害する行為を失くすため、啓発活動や相
談事業を充実させます。

基本目標Ⅱ
人権の尊重と男女平等の推進
【戸田市ＤＶ防止基本計画】

ＤＶの内容まで理解している人の割合を増やし
ます。

79.5％

男女共同参画センターにおける市民ボランティ
アの参加人数を増やします。

13人

　仕事と家庭生活、地域活動のバランスを取り、生涯
を通じて健康で充実した生活を送ることができるよ
う、子育て・介護支援対策の充実を図るとともに、性差
を踏まえたきめ細やかな健康づくりを進めます。

基本目標Ⅲ
豊かな暮らしを育む環境づくり

学童保育室の対象を拡充します。

小学
1～3年生 小学1～6年生

16講座

　男女がともに働き続けられるよう、職場における男女
共同参画への正しい理解を促すとともに、家庭生活との
両立ができるよう環境づくりを促進することで、バラン
スが取れた心豊かな生活が送れるようにします。

基本目標Ⅳ
男女ともに働きやすい職場づくり

再就職の支援講座を毎年開催します。

　誰もが暮らしやすい社会をつくるために、意思決定
の場への男女共同参画を進めます。審議会等における
女性の比率を高めるとともに、男性の家事・育児への
参加促進、女性リーダーの育成等に取り組みます。

基本目標Ⅴ
あらゆる分野における
男女共同参画の促進

　一人ひとりはもちろん、事業所、団体、ＮＰＯ等がそ
れぞれの立場で男女共同参画の目的を理解し、お互い
に連携できるよう、庁内の推進体制を確立するととも
に、関係機関との連携のもと進めます。

※女性人材リストとは？
戸田市では、女性の経験や能力を活かし、活力ある地域づくりに役立てるため、女性人材リストを作成しています。
H25年度実績　　　  「Baby＆パパ・ママのためのぽっぽさろん」・「あかちゃんとパパのベビーダンス」等の講師

市内にお住まい、または、お勤めの20歳以上の女性で

①仕事や研究、芸術、スポーツなどの分野において、専門的知識
　や活動実績がある人
②地域で意欲的に活動している人
③まちづくりに関心があり、積極的に参加できる人

登録用紙にご記入の上、男女共同参画センターまで提出してく
ださい。（ＦＡＸ・メール可）
※登録用紙は、センターまたはホームページで配布中

以下で閲覧できます。

男女共同参画センター（受付またはホームページ）
協働推進課（市役所4階）、市政情報室（市役所2階）
各公民館、図書館、笹目コミュニティセンター
戸田公園駅前行政センター

個人情報保護のため、登録者の住所・電話番号は記載しておりませ
ん。人材リスト登録者に連絡が取りたい場合には、男女共同参画セ
ンターまでご連絡ください。

基本目標Ⅵ
推進体制の整備

16講座以上

登録できる人は？

登録方法は？

閲覧方法は？

利用方法は？

80.0%
平成30年度までに

25.0%
平成30年度までに

平成30年度までに

250人
平成30年度までに

50人
平成30年度までに

平成30年度までに

※左側の数字は平成25年度現在の数字を表します。

【「できない」と答えた方への質問】

利用できないのはなぜですか。
1位　職場に休業制度があるかわからない（25.4%）
2位　経済的な理由（21.0%）
　　  職場に休める雰囲気がない（21.0%）　など

育児や介護が必要な家族がいた場合、休業
制度を利用できますか？
（右図）

Ｑ．

Ａ．

Ｑ．
Ａ．

【働いている方への質問】

平成25年度『男女共同参画に関する市民意識調査』より

（回答者660人）

できる
38.3%

できない
50.6%

無回答
11.1%

ＤＶ
相談カード

学童保育室の
ようす

講座の
市民ボランティア
（写真左）と受講者
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