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Unisonとは、音楽用語で一つの旋律を全部の音声が歌ったり演奏する意味から、すべての
人が性にとらわれず、同じ立場で意見を主張できる社会の実現を願って名付けました。
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URL  http：//www.city.yashio.lg.jp　

★もくじ★

No.31　平成 29年 6月発行

『日本の女性はどう生きてきた？』を展示します。
場所：市役所駅前出張所　　　
展示期間：6月21日（水）～27日（火）

　八潮市では、審議会などの委員になっていただける方のデータ
バンク「女性人材リスト」を作成しています。
　ご登録いただいた方の中から、活動条件等が合致する方に担当
課からご連絡をさせていただいています。リストに登録された方
が必ず審議会委員などに登用されるものではありませんが、市の
政策決定の場にご興味がある女性の方の登録をお待ちしています。
※詳細は市ホームページでご確認ください。
　申込みは随時。

八潮市では、政策決定の場への女性の参画割合の目標を
１００％に定めています。

～八潮市の「女性人材リスト」にご登録ください。～

在宅ワークパワーアップ支援事業

講義「在宅ワークの基本ポイント」

パネルディスカッション

「在宅ワークセミナー活用術！～先輩受講生トークライブ～」

今年度の講座、イベント紹介

＊雇用保険受給者の方でご希望の方には、受講証明書を発行します。

＊託児を利用の方は、おむつ・着替え・おしりふき・ハンドタオル・飲料をお持ちください。

在宅ワークに興味のある女性

会場

対象者

八潮メセナ・アネックス（八潮駅前マインループ１階）

6月12日（月）から、電話で申し込み。　八潮市 人権・男女共同参画課
ＴＥＬ 048-996-2111（内線 811）
受付時間 8：30～17：15（土日、祝祭日を除く）

申込
方法＊セミナー終了後、希望者を対象にグループ相談会

在宅ワークってなに？

在宅ワークってどんな仕事があるの？

在宅ワークの仕事の時間は？在宅ワーカー
育成セミナー

受講料無料 無料託児あり
要予約・先着順（〆切：７/１４）

＊満１歳～小学３年生まで

定員１０名

入門
コース

埼玉県女性キャリアセンター出前セミナーｉｎ八潮

内容
７月２１日
平成２９年

１０：００～１２：００

日時

金

男女共同参画パネル

男女共同参画週間／在宅ワーカー育成セミナー 他 ����� １P

男女共同参画推進活動事業委託報告／女性の活躍って？�� ２P

○○家作戦会議�������������������� ３P

相談窓口ガイド�������������������� ４P



（2）平成29年（2017年）6月10日No.31Unison

オ ハ ナ ウ イ
基調講演とワークショップ「子育て・孫育て・他孫育て講座」
平成２₈年₁₁月２₃日（水・祝日）やしお生涯楽習館にて開催

八潮をもっと楽しく♪モノづくり体験「はっぴ～はんどⅡ」
平成２₈年₁２月₃日（土）八潮メセナアネックスにて開催

　八潮市の男女共同参画を推進するため、市内で活動する団体から講演会やイベントなどの提案を受けて、事業の実施を委
託します。平成２８年度は「つながるネットワーク八潮」と「オハナウイ」の２団体に、事業を実施していただきました。

平成２９年度 委託団体を募集！
◇応募資格	 �八潮市に活動の主体を置く３人以上の団体
◇対象経費	 �講師料、会場使用料、チラシ作成代など
◇委 託 料 	 1団体５万円（2団体まで）
◇申 込 み 	 	7月2０日㈭までに、所定の申請用紙（市ホ

ームページから入手）を人権・男女共同
参画課窓口へ

※	詳細は市ホームページをご覧ください。
※書類選考のうえ委託団体を決定します。

　起業したくても環境が整っていない。経済的に少し余裕があれば一歩踏み
出すことができる。そんな声を形にするため昨年度に引き続き、「はっぴ～
はんど」を開催しました。市内外で活躍する起業ママや高齢者に出展いただ
き、手工芸体験や赤ちゃんのハイハイレースなどのイベントや、未就学児を
持つママのための在宅ワークに関する説明会などを行いました。

男女共同参画推進活動事業を受託して…
　私たち「オハナウイ」は、平成27年度、2８年度と男女共同参画委託事業を
受託させていただきました。
　埼玉県男女共同参画推進センター（WithYouさいたま）で開かれた研修会
で出会った市役所の方の「八潮のママたちのために何か新しいことをやって
みませんか？」のお誘いで始まった「オハナウイ」ですが、活動３年目に入る
今年は「ワークシェア☆企業とママのお仕事マッチング」を始める予定です。
★		乳幼児や、介護が必要な家族を抱えていて外に働きに出られないママたち
を応援したい！

★		例え少額でも、自分で働いてお金を得ることでHAPPYな気持ちになれるよ
うお手伝いしたい！

　企業から仕事の依頼を受け、登録されているママに業務を依頼するコーデ
ィネーター役をオハナウイが担います。将来は、会社組織にして八潮のママ
のワーク・ライフ・バランスに貢献していきたいと思っています。

つながるネットワーク八潮

　講師のNPO法人孫育て・ニッポン理事長の棒田明子
さんから「今どきの子育て事情」全般について、ゲー
ム形式で分かりやすく講義いただきました。参加・体
験型のワークショップでは、母親・父親と祖父母の役
割の違いについて事例を交え多世代で情報交換ができ、
地域のシニア世代が連
携して子育てを担うこ
とで、薄れがちな地域と
の関係を、子どもを通じ
て構築することができ
ることを学べました。

イベントの目玉企画
「おひるねアート」の

撮影風景

※	「女性活躍推進法」（「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律」平成27年法律第6４号）では、「自らの意思によって職業生活
を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮し
て職業生活において活躍すること」を「女性の職業生活における
活躍」であると定義しています。

チェックシート
家事・育児の夫婦の分担を「見える化」してみましょう。
我が家にとっての大切なものが見えるかもしれません。

　高度成長期、男性は日本経済の担い手として、終身雇用、年功序列という枠
組みの中でモーレツに働き、妻は専業主婦として家事、育児、介護を含め家の
ことを一手に引き受ける家庭が「標準家庭」とされました。その中で「男は仕
事、女は家庭」という固定的な性別役割分担意識が強められてきたようです。
　近年、時代は変わり、経済構造の変化とともに共働き世帯が一般化してい
ますが、女性の就業形態はパートやアルバイトなどの非正規雇用が高くなっ
ていることからも「女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活におい
て活躍する」には、課題が山積していると言っていいでしょう。
　事業者には、労働環境の改善と育児・介護等の休暇制度の整備を。パー
トナーには「男は仕事、女は家事・育児」といった固定的役割分担意識の改
善を進めて行きましょう。
　女性が働きやすい環境は、男性の幸せにつながっています。

女性が輝く社会であるために！
いま働き方を見直す時代が始まっています。

地域で豊かに！ グループ名簿に登録しましょう。
　地域活動に積極的に参加していただくことを目的に、グ
ループ名簿を作成し、市ホームページ等で紹介しています。
　平成29年度版の作成にあたり、新規登録希望団体を募
集します。
◇申込み	 	7月1０日㈪までに、所定の用紙（市ホーム

ページから入手）を、窓口、郵送、ファ
ックスまたは電子メールで人権・男女共
同参画課へ

◇登録の要件
　・市内に活動の拠点があり、自主活動を行っていること。
　・男女共同参画の趣旨に賛同する団体であること。
　・	営利目的や政治、宗教の組織に属していない団体で
あること。

※詳細は市ホームページをご覧ください。

女性の活躍って？
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※シートは内閣府男女共同参画局ホームページ  http://www.gender.go.jp/public/sakusenkaigi/ から入手できます。
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相談窓口ガイド ～ひとりで悩むより、まず相談を～

● ＤＶ相談
　ＤＶは配偶者等からの暴力のことを言い、殴る、蹴るなどの
身体を傷つける暴力だけではありません。大声でどなる、大切
な物を壊す、性的行為を強要する、生活費を渡さない、子ども
を利用して脅すなどの行為もＤＶにあたります。親しい間柄で
も決して暴力は許されるものではありません。ＤＶでお困りの
方は、ＤＶ相談支援室にご相談ください。相談は無料です。

＜専門の相談員が対応する日時＞
相�談�日：	毎週　月・金曜日（祝日・年末年始は休み）	

午前1０時～正午、午後1時～４時
場　　所：ＤＶ相談支援室（人権・男女共同参画課内）
専用電話：	９９６－３９５５
※		面談を希望される場合は、事前に電話予約のうえお越しください。

平成２９年４月から「女性相談」が増えました。
　女性相談では、女性が抱えるさまざま
な悩みに対し、臨床心理士やカウンセラ
ー等の資格を持つ女性相談員がお話をよ
く伺いながら、気持ちの整理をお手伝い
します。また、法律の手続き・福祉サー
ビス・子育て・医療情報など、必要な機関をご紹介するととも
に、解決方法を一緒に考えます。相談は無料です。

相談日：	毎週　火～木曜日（祝日・年末年始は休み）	
午前1０時～正午、午後1時～４時（1人５０分	事前予約制）

場　所：	駅前出張所内相談室　
予　約：	人権・男女共同参画課　９９６－２１５９

● 女性相談　

● 女性サロン
　毎月第1木曜日の午前中は、駅前出張所内相談室を女性の方
に開放しています。
　ひとりでちょっと寂しいとき、誰かとお話をしたいとき、女
性サロンへお越しください。明るい雰囲気のなか、女性同士で
のおしゃべりの場を提供します。予約は不要です。お気軽にお
越しください。また、女性サ
ロンでは、男女共同参画に関
する図書の閲覧ができます。

日　時：	毎月第1木曜日	
午前1０時～正午

場　所：	駅前出張所内相談室 （本年度購入した書籍です）

　 　 　 　 増 え る カ サ ン ド ラ 症 候 群

　近頃相談室に来られる方に、パートナーの次のよう
な行動に「困っている」といった相談が増えています。

・目の前で子どもが泣いていても、構わず自分の用事をする。
・テレビを見ている時、笑いのツボが違い過ぎる。
・雑談ができない。一人になりたがる。
・周囲が萎縮するほどキレたのに、翌朝は忘れている。
・いくらお願いしても間際にならないと動いてくれない。
・人の気持ちがわからない

　相談者のパートナーは、大人の発達障がいかもしれません。会社では優
秀だと言われる人も多く、友人・知人に相談しても理解してもらえないこ
とが多いのが特徴で、相談者は「自分の考えがおかしいのかな」と混乱し
た状態（カサンドラ症候群）になって来所します。長く我慢を続けていると、
自尊心が低下し、怒りや不安、無気力などの心の不調や、頭痛や体重の増減、
婦人病の悪化など身体的不調も生じます。
　このようなときは、「女性相談」に来てみませんか。専門の相談員があな
たの心に寄り添ってお話を伺います。
★「カサンドラ」とは、ギリシャ神話の中の予言を信じてもらえなくなった女性の
名に由来します。「カサンドラ症候群」は病名ではないため、精神科にかかると
うつやパニック障がいなどと診断されることが多いようです。

女
性
相
談
室
か
ら…

● ピアカウンセリング
　ピアカウンセリングは、ご参加い
ただいた皆さまが対等な立場で話し
合い、共感し合い、仲間同士で支え
あう集団で行うカウンセリングです。
ご希望の方は「女性相談」を受けて
いただいた際、相談員にカウンセリ
ングの希望をお伝えください。

日　時：	毎月第1木曜日　午後1時～午後４時

場　所：	駅前出張所内相談室

● 専門相談
　女性弁護士による女性のための無料法律相談です。（面接・
事前予約制）
　原則としてご利用は年度につき1回、相談時間は４５分程度です。
日　　時：	毎週　月～土曜日　午前1０時～午後８時３０分
受付電話：	０４８－６００－３８００	

● DV相談
日　　時：	毎週　月～土曜日　午前1０時～午後８時３０分（祝

日、第３木、年末年始、臨時休館日を除く）
受付電話：	０４８－６００－３８００	

● インターネット相談
　「埼玉県電子申請・届出サービス」を利用した相談です。年
齢や性別を問わず相談でき、2４時間受け付けが可能です。

With　Youさいたま 検索

利用方法：	①検索エンジンで「With	Youさいたま」を検索！	
②	「With　Youさいたま」のホームページから「電
子申請システム」に入ります。

● 男性のための電話相談
　With　Youさいたまでは、男性臨床心理士による男性のため
の電話相談を実施しています。「つらいことが
あっても誰にも相談できない」と思っていませ
んか？悩みや生きづらさを感じている男性は、
ぜひご利用ください。県内在住、在勤の男性（性
認識が男性の方を含む）の相談をお受けします。
日　　時：	毎月第４日曜日（6月のみ第３日曜日）	午前11時～午後３時
専用電話：０４８－６０１－２１７５

八潮市

埼玉県

埼玉県男女共同参画推進センター
（愛称：With Youさいたま）
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