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しらしく
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講座名 内　　容 実施予定 対　　象 定員

みんなの防災DAYS
「防災に役立つ日頃の備え」　パネル展やグッズ展。防災クッキング教室（参
加費：500円）、防災ふろしき活用術を開催。防災クッキング教室は12/5か
ら受付。

H30.1/23～1/28
クッキング1/25㈭
10：30～13：30
ふろしき1/26㈮
13：30～15：00

パネル・グッズ展は
どなたでも

クッキング・ふろしきは
市民一般

男女共同参画フォーラム

「もしも、“あいパル”が避難所になったら!？
　～住民の命を守れる避難所運営を考える～
　高齢者･障害者･子ども･女性などの視点から」(今どきの非常食の試食､記念品あり)
減災と男女共同参画研修推進センターから講師をお招きし、避難生活の実態か
ら男女共同参画の視点で避難所づくりを考える。

H30.1/27㈯
13：30～15：00

市民一般
託児付き(１歳以上)

手話あり
60人

アクティブ避難DAY 「大地震・風水害に対する日頃の備え」についてのお話、あいパル避難所見学
とカトー折りで食器などをつくるワークショップ。

H30.1/28㈰
10：00～12：30 市民一般

乳児と子どもの救命救急 災害時は自分や家族の命や地域の人の命を守らなければならない覚悟が必要です。AEDの操作体験と誤飲、怪我と骨折の応急措置を学ぶ。
H30.1/24㈬

10：00～12：00 乳幼児と保護者

【問い合わせ先・会場】上戸田地域交流センター（あいパル）　電話：048-229-3133　　住所：戸田市上戸田2-21-1

男女共同参画の拠点は、上戸田地域交流センター「あいパル」です。
【主 な 機 能】　 ・イベント・セミナー情報コーナー・図書館の男女共同参画コーナー

・男女共同参画アドバイザーによる男女共同参画相談
（男女共同参画についての疑問・質問・ご意見と、家庭や職場での困りごとについての相談）

【ここが魅力】子育て世代に優しい施設
　　　　　　　　・オムツ替えベッドがある男性用トイレ・キッズスペース、授乳室

■発行／応募宛先：戸田市役所協働推進課
〒335-8588　戸田市上戸田1-18-1　TEL048-441-1800（内線428）　FAX048-433-2200　E-Mail：community@city.toda.saitama.jp

○ 母に「この歳になると解るわよ」と言われた。今、60代この歳になって解った事も多い。
新しい年、、、又一つ歳を重ねる。（窪田）
○ 先日、高尾山で初登山を楽しんできました。沢登りや木の階段もあり、ちょっとした冒険気分！　川
のせせらぎや鳥のさえずり、木漏れ日。マイナスイオンをたっぷり浴びて、最高な１日でした！（鈴木）
○ 初めての子を戸田市で出産してから20年。仕事復帰を希望していたが当時の “保育園の壁 ”にぶつか
り断念・・今は諦めなくても続けられる環境が整い始めていることを今回の取材を通して実感。お母
さん達を大切にしてくれる会社の方々は、皆素敵な笑顔が印象的でした。（蓼沼）
○ 次男がイヤイヤ期に突入しました。女性の「活躍」や「輝く」ということの理想と現実を突きつけら
れる毎日ですが、楽しみながら模索してゆきたいです。（千葉）

今回の取材では、普段な
かなか話せない方たちと
出会い、貴重なご意見を
うかがうことができまし
た。好奇心旺盛な方、大
歓迎 !
一緒に作ってくれる方、
募集中です！ つばさ編集委員

鈴木

相談の名称 実施機関 受付日 相談時間 電話番号
こころの電話相談
DV相談 〈電話〉

戸田市福祉保健センター

月～土、
第2・4・5日曜日(祝日除く)  9:00～12:00

13:00～16:00 048-446-6453こころの健康相談(要予約)
DV相談(要予約) 〈面接〉 月～金(祝日除く)

家庭児童相談 戸田市こども家庭相談センター 月～金  9:00～17:00 048-433-2222
よろず相談

戸田市防犯くらし交通課
月～金  9:00～16:00 048-441-1800

(内線270)法律相談(要電話予約) 毎週火・金 10:00～15:00
人権相談 月1回、第2木曜日 10:00～12:00 (内線656)

男女共同参画相談(要電話予約) 上戸田地域交流センター「あいパル」 毎日（第3月曜日除く。ただし、
その日が祝日の場合は受付可） 10:00～18:00 048-229-3133

DV関連相談 配偶者暴力相談支援センター
(埼玉県婦人相談センターDV相談担当)

月～土  9:30～20:30 048-863-6060日・祝日  9:30～17:00
DV相談・LGBT等の相談
(法律相談・カウンセリング) 埼玉県男女共同参画推進センター

「With You さいたま」
月～土(祝日、第3木曜日除く) 10:00～20:30 048-600-3800

男性のための電話相談 毎月第4日曜日 11:00～15:00 048-601-2175
警察安全相談 蕨警察署生活安全課 月～金  8:30～17:15 048-444-0110

あいパル｢イベント･講座｣案内(受付スタート1/5)
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パープルリボンキャンペーンの報告
　｢女性に対する暴力をなくす運動」の一環として、パープルリボンをモチー
フにしたタペストリーが県内23市町を巡回し啓発キャンペーンを実施してい
ます。
　本市では、平成29年9月2～8日の間、
「あいパル」にてタペストリー展示とリボン
の作製を実施しました。リボンの総数は534
本で「もっと広めてほしい｣､「ピンクリボン
は知っていたがパープルリボンは知らなかっ
た｣､「知ることができて良かった」等の感想
が寄せられ、多くの方に知っていただく良い
機会となりました。

○○○に入る言葉をお答えください。

Q　戸田市の男女共同参画情報紙は「○○○」です。
ヒント　表紙を見てね。

≪応募方法≫
1月22日(月)(消印有効)までに、はがきに①答え②〒③住所④氏名⑤年齢
⑥男女共同参画情報紙「つばさ」へのご意見・ご感想を明記して、戸田
市協働推進課(〒335-8588所在地記入不要)へ。正解者の中から抽選で
10人に啓発品（ポーチ付き携帯スリッパ）をプレゼントします。当選者
の発表は、発送をもって代えさせていただきます。
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あいパルＨＰも
覗いてね

編集後記

困ったときの相談窓口〈DV相談、性に関する相談(LGBT等)〉
悩んでいるあなた、一度相談してみませんか? 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。「暴言をはく」「殴る蹴る」「大声でどなる」「性的関係を強要する」「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

LGBTとは ：同性愛者や両性愛者、身体と心の性が一致しない人達をあらわす言葉です。「性別に違和感がある」「同性を好きになり悩んでいる」など、
LGBT等についての相談は、埼玉県男女共同参画推進センター「With You さいたま」で受け付けています。

　男女共同参画クイズ&プレゼント
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戸田市男女共同参画キャラクター
「ビリーちゃん」「リブちゃん」
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Q 編集委員：現在、パートで働いている方、お子さん、キッズ

サポートスタッフは何人ですか？

A 栁川さん：ワーキングスペースでは11名のママが働いてお
り、11名のお子さんをお預かりしております。また、4名
のキッズサポートスタッフが働いております。

Q キッズスペースを利用できるお子さんの条件はありますか？

A はい。1歳以上で歩けるお子さんが対象です。特に月齢の
上限は設けておりません。1人当り、1日何時間預けても
300円で利用できます。

Q こちらでの1日の様子を教えてください。また、防音など

の部屋の工夫はどうなっていますか？

A ママ達は仕事中でも、お子さんのトイレ、着替え、ご飯
の時間は、ママ達がやることになっています。その度に
キッズサポートスタッフが声をかけママに来てもらって
います。防音の部屋になっておりますが、全く聞こえな
いというわけではございません。部屋を区切るガラス窓
は一部が透明でママ達が働いている様子を子どもが見る
ことができ、子ども達も安心して遊んでおります。

Q 働いているママ達やお子さんの様子や反応はいかがですか？

A 初めに皆で自己紹介するのですが、働きたいけど働ける場
所がない、子どもの預け先がない、短時間だけ働きたいと
様々な理由を持ったママ達が、皆さん「やっと働ける！」と
嬉しそうにお話しして、中には泣き出してしまう方もいらっ

しゃいます。お子さんたちは初め戸惑っていたようですが、
徐々に慣れ今では子ども同士、仲良く遊んでいます。

Q シフトは希望制とのことですが、その他に勤務条件はありますか？

A 初めに週○日働きたいなどの要望を伺います。その上で、
できる仕事量を考えてやっていただくようにしておりま
すので、無理なく仕事できます。あらかじめ申請をして
仕事中に幼稚園のお迎えなどで中抜けをすることもでき
ます。

Q ママスクエアで働くきっかけは何でしょうか？

A ママスクエアの事はテレビで見て知っておりました。横
浜から戸田に引越してきた時、こちらを思い出し調べた
ところ、募集があり、働くことになりました。

Q 働き始めて良かった事とご家族の反応を教えて下さい。

A 娘となるべく長い時間過ごしたいと思ってました。でも少し
仕事もしてみたい。そんな私にピッタリの仕事場でとても
満足しております。主人も私と娘の世界が広がり、良かっ
たね！と喜んでくれております。

Q これから働きたいと考えている方へ

伝えたいことはありますか？

A 私と同じように少しだけ働きたい
と思っているママは多いと思いま
す。ここは研修期間もあり、とて
も丁寧に教えていただけるので
不安はないです。

Q 県のプラチナ認定を受けることができた理由はなんだと考

えていますか？

A 特に認定を意識したわけではありませんが、当社では国の法
改正ごとに就業規則の見直しを毎年行っております。また創
業時より事業目的のひとつに『全社員の物心両面の幸福を追
求する』を掲げており、社員の人間性や思いやりを大切にし
てきました。それが今回の認定につながったようです。

Q 働いている女性の割合を教えてください。

A 従業員数は180名です。また、正社員は95名で、そのう
ち女性社員の割合は40％です。ただ管理職は女性の割合
の方が多いんですよ。

Q 女性の活躍を支援する制度はありますか？

A 特に“女性のため”ということはなく、女性だから男性だか
らと区別はしておりません。ただ、出産後に復帰してい
る先輩ママが応援してくれたり、管理職になっている姿
を実際見ていることが、プラスになっているようです。

Q 女性社員の出産後の復帰について支援していることや気

遣っていることはありますか？

A 当社での出産後の復帰率は100％です。理由としては、
出産後、自宅で子育て中でもメールで社内連絡が取れる
ようにしていて、常に情報を共有できるようにしたり、保
育園が見つかるまでなど家庭の状況に応じて復帰を延長
することもできます。

Q プラチナ認定企業として、社会に向けてのアドバイス等が

あれば教えてください。

A 当社では、その人の人間性が一番と考えており、男女の差
をつけず、社員の方が働きやすいように工夫しております。
例えば勤務途中でも申請すれば銀行や病院に行けるような
システムもその一つです。また女性の感性は大切なので、
子育て中のママでも気兼ねなく働けるよう、企業も思いや
りを大切にすることで社員の力を引き出せると思います。

Q 産前産後時に会社からの支援を受けましたか？

A 会社からはお祝い金や手当等をいただきました。先輩マ
マからのアドバイスやフォローという心の支援を受け、
精神的にとても助かりました。また在宅しながらでも会
社が社内メールを見られるように設定してくれるので、
取り残されるような心配がなかったと思います。そして
復帰の日にちを自由に決められるのも安心でした。

Q 産前産後で働きやすさや自分の気持ちに違いはありますか？

A 産休中の先輩ママさん達が子どもを見せに来る姿を見てい
たので、私も安心して産休に入れました。産休後は『復帰し
ても良いよ』ではなく、『復帰してくれてありがとう』という言
葉を社長からいただき、この嬉しい気持ちを仕事で返したい
と思いました。

Q 働きやすいと感じていますか？またその理由はなんですか？

A 育児中の男性社員が居たら早く帰るよう声をかけたり、男
女関係なく会社の皆さ
んの関係がとても温か
いです。社長もフレン
ドリーですし（笑）。皆
がお互い様の気持ちで
思いやりを持って働い
ているのでとても働き
やすいです。

子育てしながら少しの時間でも働きたい、又は働かざるを得ない女性は年々増加しています。それでも、子どもの預け先が無い
など、一歩を踏みだせない女性も多いようです。そのような中、市内には女性が働きやすい環境を整え、尽力している企業があり
ます。本号では、全く新しい働き方を提案し、行政連携モデルとしてスタートした企業と、埼玉県の ｢多様な働き方実践企業認定
制度※｣において、最高のプラチナ認定を受けている企業を取材しました。
※仕事と子育てなどの両立を支援するため、短時間勤務やフレックスタイムなど、複数の働き方を実践している企業などを認定する制度。

関東初（全国で4件目）の行政連携モデルとしてオープンした「ママスクエア北戸田店」。子育て世代が多く、
22年連続埼玉県内一若いまち（市民の平均年齢の若さ県内1位）の戸田市は、ママが子どものそばで働くこ
とができるオフィスを展開する㈱ママスクエアを誘致しました。平成29年10月5日にスタートしたばかりの
店舗ですが、ここで働き始めたお母さん方やお子さんの様子などを、広報担当の栁

ヤナ
川
ガワ
さんに伺いました。�

『損得よりも先に善悪を考え社会に貢献する企業』を経営理念に掲げている株式会社サンワ。
本社を戸田市におき、大阪に支店、中国にも事務所や自社工場を持ち、主にオーダーメイドの
オリジナル商品やキャラクター関連グッズ、記章・記念品などを製作している会社です。県の
プラチナ認定を受けた経緯などを統括部長の峯

ミネ
村
ムラ
さんに伺いました。

株式会社 ママスクエア

株式会社 サンワ

栁川さんも3歳の娘さんのママ。ここで働くママと同じ目線で見

られるのも強みなのでは？と感じました。（株）ママスクエアで

は、ママも子どももスタッフの方も皆元気！笑顔あふれる職場

というのが印象的でした。

取 材 感 想

全ては（株）サンワさんの『使命』と掲げている『仕事を通して社会を良くしていくこと』に通じると思いました。全ては人ありき‥人間性や思いやりの心を持っていれば、働く人が働きやすくできる環境づくりは可能なんだと痛感しました。そこで作り出される製品だからこそ、（株）サンワさんの商品はとても温かみや優しさが伝わってくるのだなあと感じました。

取 材 感 想

取材にご協力いただきました（株）ママスクエアさん
（株）サンワさん、お忙しい中ありがとうございました。
	 （つばさ編集委員一同）

“子どものそばで働ける
世の中”を当たり前に！

出産後の仕事
復帰率100％！

栁川さん

満生さん

お子さんと隣りの空間で、
安心してお仕事ができます！

インタビュー風景
（左から中村さん、松村さん、峯村さん）

オフィスには、県からの
「多様な働き方実践企業」の
賞状があります。

松村さん


