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 埼玉県男女共同参画推進センター(愛称:With You さいたま)は男女共同参画社会づく

りの総合的な拠点施設です。男女共同参画社会の実現に向けた県の施策を実施するとと

もに、県民の活動や市町村の男女共同参画の取組を支援することを目的としています。 

****************************************************************************** 

Ⅰ 重点的取組 

１ 男女共同参画推進のためのキーパーソンの育成 

 本県における男女共同参画を推進するためのキーパーソンとなる人材を育成するとと

もに、そのネットワークを広げることでさらに活躍の場が広がるよう支援します。 

（１）男女共同参画推進の新たなキーパーソンの育成 

（２）意思決定過程に携わる人材の育成とネットワーク化の支援 

 

２ 「女性の貧困」問題解消に向けた取組 

 これまで見過ごされがちだった「女性の貧困」をテーマに、その解消に向け、特に困

難に陥りやすいシングルマザーの課題に取り組みます。 

 また、女性が貧困に陥りやすい現在の社会の在り方に関心を寄せ、課題解消に向けた

取組を進める支援者を拡大させていきます。 

（１）シングルマザー等への支援 

（２）女性の貧困問題の解消に向けた支援者の拡大 

******************************************************************************                                       

Ⅱ 事業の概要 

１ 情報収集・提供事業 

 男女共同参画社会づくりに関する図書や資料（埼玉県をはじめ、国連、国、他都道府

県、県内市町村、団体・グループ等）を収集し提供します。 

 

 ■ホームページの充実 

  男女共同参画推進センター利用案内のほか、男女共同参画に係るイベント情報など

を情報提供。 

 

 ■情報ライブラリー（図書室）の運営 

  ・講座の内容とリンクした企画展を実施 

 

 ■広報紙「With You さいたま」の発行  

・年 3 回（7 月、11 月、3 月）  

 

 ■ 男女共同参画パネル作成及び貸出 

  ・市町村や団体に貸出 

  ・一部のパネルデータの公開 
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２ 相談事業 

 電話、面接、インターネットによる相談を行い、相談者一人ひとりの考え方や生き方

を尊重しながら解決に向けて相談者と一緒に考えます。  

 

■相談事業 

種 類 内   容 ※実施日は変更する場合もあり 

 電話相談 

  相談専用電話により、相談員が対応する。匿名も可。 

 ・相談専用電話：048-600-3800 

 ・相談時間：月曜日から土曜日 10:00～20:30 

     （祝日・第3木曜日・年末年始を除く） 

 男性のための男性相談員による電話相談（男性相談専用電話） 

 ・男性相談専用電話：048-601-2175 

 ・相談日 毎月第4日曜日 11:00～15:00 ※6月は第3日曜日 

 面接相談 
 電話相談後、必要に応じて実施。相談員との対面相談 

 実施日時は、必要に応じ指定する。 

 専門相談 

・法律相談 女性弁護士による法律相談 

    第2木曜日／17:30～20:30、第4火曜日／13:00～16:00 

・カウンセリング DV及び性暴力の被害者に対しカウンセラーが 

実施する。 

    第2・4月曜日／13:00～15:00   

 インター 

 ネット相談 

 インターネットを利用して、With You さいたま ホームページか

らの相談。24時間受付。 

 グループ 

 相談 

 DV被害者を対象としたカフェ形式の相談会。講座や、グループで

の交流を通し、心のケアと自立の促進を図る。実施日は年度ごとに

定める。2回開催（7月、12月） 

 

 ■ＤＶ被害者支援 (配偶者暴力相談支援センター機能) 

  

 ■デートＤＶ相談対応 

  ・若年者のＤＶの相談対応のほか、高校教員などからの相談への助言等 

  ・「デートＤＶ防止講座」の実施及び出前セミナーへの講師派遣 

  

 ■広報・意識啓発 

(1) 県内相談窓口ガイドや名刺サイズのカードの作成 

(2) 性暴力防止セミナーの開催（7 月 25 日(水)）※さいたま市と共催 

 「性暴力 その後を生きる～深い傷と回復への道のり～」 

   講演 中島 幸子さん（ＮＰＯ法人レジリエンス代表） 

(3) ＤＶ防止フォーラムの開催（11 月 18 日(日)） 

 ・大谷恭子さん（若草プロジェクト代表理事・弁護士） 
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  遠藤智子さん（若草プロジェクト理事・社会的包括サポートセンター事務局長） 

  牧田 史さん（若草プロジェクト理事・弁護士） 

(4) 女性に対する暴力をなくす運動（期間:11 月 12 日～11 月 25 日）関連 

  ・パープルリボンキャンペーンの実施 

女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンをモチーフにしたタペ

ストリーを県内 27 市町と With You さいたまで巡回展示 

・パープル・ライトアップの実施 

 

３ 学習・研修事業 

 ライフステージに応じた男女共同参画の課題解決に役立つ講座やイベントを開催しま

す。男性にとっての男女共同参画の視点も取り入れていきます。 

  

■男女共同参画週間講演会の開催 (6 月 16 日(土)） 

    「生きづらさを抱える女性たち～一人ひとりの言葉と生きる力に心を寄せて～」 

    講演 上間 陽子さん（琉球大学教育学部教授） 

  

■女性の貧困問題講演会の開催 (5 月 22 日(火)）  ※市町村職員研修第 2 回と同時開催 

    「女性の貧困問題を考える」 

    講演 野依 智子さん（福岡女子大学国際文理学部教授） 

 

■市町村職員研修（男女共同参画担当者） 

   ・第 1 回 初任者研修 4 月 23 日(月) 

    男女共同参画行政をすすめるための基礎知識 

    市町村の取組紹介 

     （事業） 東松山市 地域 100 人男子会×女子会（だんじょかい）                                          

          地域生活部人権推進課男女共同参画担当 主査 小松綾乃さん                                                                   

     （広報紙）川口市 Co‐Labo                                                   

          市民生活部協働推進課男女共同参画担当 主任 高橋若名さん 

    市町村職員間の交流と情報交換のためのグループワーク 

  ・第 2 回 専門研修 5 月 22 日(火)   ※女性の貧困問題講演会と同時開催 

  ・課題別研修として With You さいたま実施事業を案内 

 

■県民対象講座の開催 

様々な分野と『女性』との関連性を取り上げ、その現状と課題について専門家から

お話を聞くとともに、参加者との意見交換を通して今後の関わり方について学びます。 

(1) 女性リーダー育成講座（10 回連続講座）6 月から 3 月  

 「女性の声で地域を変えよう！」 

      スーパーバイザー   浅野富美枝さん（宮城学院女子大学大学院講師） 

    講座(男女共同参画)   皆川満寿美さん（中央学院大学現代教養学部准教授） 

    講座(子育て＆働き方) 杉浦浩美さん（埼玉学園大学人間学部准教授） 

      講座(ジェンダー統計) 中野洋恵さん（国立女性教育会館研究国際室長） 

(2) 障害と女性（全 2 回） 

   11 月 20 日(火) 「障害を持ちながら地域で当たり前に暮らすために」 

     事例発表 坂口佳代子さん（(一社)埼玉県自立生活協会事務局）   
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         堀 和子さん（薬局勤務） 

   12 月 1 日(土)  「障害をもつ女性のリプロダクティブ・ヘルス／ライツ」 

    講師 安積遊歩さん（ピアカウンセラー） 

 

■女性防災フォーラムの開催（9 月 15 日(土)） 

災害時の避難所運営に男女共同参画の視点が必要であることを再確認するため、有

識者による講演と地域で積極的な活動に取り組んでいる団体の事例発表を行い、情報

交換や関係機関の交流を図ります。 

「男女共同参画の視点から地域防災を考える 

  ～東日本大震災での女性相談支援の経験から～」 

  講師 丹羽麻子さん（国立女性教育会館事業課専門職員） 

  事例発表「地域の防災力を高めるための取組」 

    発表者 さいたま市防災アドバイザー南区協議会  

 

■メンズプロジェクトの実施 

 (1) 若者のための男女共同参画ワールド・カフェ（10 月 20 日(土)） 

  「社会や政治の問題について身近な人と語っていますか？」 

   講師及びファシリテーター 浅野富美枝さん（宮城学院女子大学大学院講師） 

   ゲストコメンテーター 渡辺大輔さん（埼玉大学基盤教育センター准教授） 

 (2) 男性に関する課題をテーマにした講演会（平成 31 年 3 月上旬） 

 

■With You さいたまフェスティバル講演会（平成 31 年 2 月 3 日(日)） 

With You さいたまフェスティバルにおけるセンター主催事業として、県民の男女共

同参画社会への関心と理解を深めることを目的とした講演会を開催します。 

申 きよんさん（お茶の水女子大学ジェンダー研究所准教授）による講演 

 

■男女共同参画の研修・学習会（出前セミナー及び With You さいたまでの研修） 

  市町村、自治会や民生委員などの各種団体などに対し、男女共同参画関連の講座の

講師を派遣。With You さいたまの施設を使った研修プログラムを提供します。 

  また、ジェンダー問題を理解する人材を育成するため、大学（特に医療や福祉、教

育学、心理学について学ぶ学生）の実習を積極的に受け入れます。 

 

■小児医療センターとの共催講座 

隣接する小児医療センターの機能や役割、専門的な医療知識等の紹介を行うととも

に、男女共同参画の視点等から学ぶ県民講座を開催します。 

・7 月 20 日（金）「ダウン症候群の医療ケアセミナー」 

・10 月 13 日（土）「こどもの事故をなくそう」 

 

■公益財団法人いきいき埼玉との共催事業 6 月 23 日(土)～7 月 8 日(日) 

男女共同参画週間に合わせ、男性のライフステージを取り巻く課題をテーマにパネ

ル展示を行うとともに県内で活動する団体と一般の方も交え座談会を開催します。 

「男性の多様で豊かな生き方を考える 男だって悩みは多い！？」 

  座談会「男の本音トーク～仕事・子育て・介護・退職後の生き方」 

パネラー ＮＰＯ法人グリーンパパププロジェクト代表理事 吉田大樹さん 
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     ＮＰＯ法人朝霞ぐらんぱの代表理事 千葉 司さん 

     認知症所沢家族の会世話人代表 森本 剛さん 

 

４ 自主活動・交流支援事業 

活動の発表や交流のための場を提供し、男女共同参画社会づくりに取り組む団体・グ

ループの活動やネットワークづくりを応援します。  

 

 ■With You さいたまフェスティバルの開催 （平成 31 年 2 月 1 日(金)～3 日(日)） 

男女共同参画の視点で活動する県内の団体やグループが一堂に会して、日頃の活動

成果を発表し、交流するフェスティバルを開催します。 

 

 ■県民の日イベント「親子で遊ぼう！With You さいたま」(11 月 14 日(水)） 

  手芸・工作のワークショップなど、親子で楽しめるイベントを開催します。 

 

 ■東日本大震災による県内避難者の交流会「さいがい・つながりカフェ」の開催 

 （毎月第 2、4 木曜日） 

埼玉県内に暮らす被災地からいらした女性たちが安心して交流し、情報交換をする

ための場として、「さいがい・つながりカフェ実行委員会」との共催で開催します。 

 

 ■女性団体活動拠点の提供 

県内各地の女性団体の核となることが期待される女性団体 3 団体に活動拠点を提供

します。 

 

５ 女性チャレンジ支援事業  

女性が、いつでも、どこでも、何度でもチャレンジできるよう、女性チャレンジ支援

事業を推進します。 

特に、働きづらさ生きづらさに悩む若年無業女性やシングルマザー等経済的に困難な

状況にある女性の経済的自立・就労につながる講座を実施します。 

また、女性の社会参画に向けたさまざまな分野におけるチャレンジを総合的に支援す

るため、幅広い機関等と連携して、情報のワンストップ化やネットワーク（女性チャレ

ンジ総合支援ネットワーク）の拡大を図ります。  

 

 ■若年無業女性のチャレンジ支援 

  ・働きづらさ生きづらさに悩む若年無業女性対象グループ相談会（おはなしカフェ） 

   ５月～３月 年１２回 

 

 ■経済的に困難な状況にある女性のチャレンジ支援 

  ・しごと準備講座 

   パソコン講座、事業所体験等全１２回 

   第１期：６月下旬～ 

   第２期：９月下旬～ 

  ・シングルマザー等対象グループ相談会（ママ・カフェ） 
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   ６月～３月 年１１回、出前年３回（本庄市、狭山市、三郷市）  

・離婚を迷う女性対象生き方選択セミナー 

 ６月～２月 年９回 

 

 ■公募型共催事業の実施 

  ・団体から事業を公募し、共催事業を実施 

・２７事業実施予定 

 

 ■女性チャレンジ総合支援ネットワーク連携 

  ・加入団体：１２５団体（平成３０年４月１日現在） 


