
力強さと優しさで

人々を守る人々を守る

　　　　　（男女共同参画課から）
P８　・「男女共同参画シンポジウム」

　　　　　（地域から発信する男女共同参画）
P10　・各地域推進員からひと言

　　　　　（相談室だより）
P13　・「平成３０年度の相談実績」

　　　　　（おすすめ図書案内）
P14　・新着図書のご紹介
　　　・情報コーナーのご案内

( 新濱桃香さん､山下由夏さん､関口美紀さん )

女性の持つ良さを活かし

さらに輝かせる

冨澤 理恵 さん

と　み ざ　わ　　　 り　　え

( 格上げおしゃれプランナー協会　代表理事 )

女性消防士女性消防士
ひと 
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男女共同参画シンポジウム＆ネットワーク会議男女共同参画シンポジウム＆ネットワーク会議

男女共同参画週間（６月男女共同参画週間（６月２３日から２９日まで）に合わせ、シンポジウム &３日から２９日まで）に合わせ、シンポジウム &

ネットワーク会議を開催しました。ネットワーク会議を開催しました。

講演①講演①

誰もが活躍チャレンジ！
いまどき仕事の選び方、働き方

講師　油井 文江さん講師　油井 文江さん
（一般社団法人日本ダイバーシティ・マネ

ジメント推進機構専務理事、内閣府地域

働き方改革支援チーム構成員）

講演②講演②

副業が福業を呼ぶ
　あなたの働き方改革

講師　堀 正仁さん講師　堀 正仁さん
（和願施ヒトづくり経営研究所

中小企業診断士、ビジネスコーチ）

副業は無理せずベイビーステップで副業は無理せずベイビーステップで
　副業と聞くと『空いた時間にお金を稼ぐ』、『趣味の
ためにお小遣い稼ぐ』と考えるかもしれません。働き方
も多様性のこの時代に、副業の見方を変えてみても
いいのではないでしょうか。副業は無理のない範囲で
動くことが重要です。副業をして新しい刺激を受けれ

ば意識も変わり、家庭や
仕事が円満になるかも
しれません。実際に『福
業』を経験された先生の
お話に、参加者から「自
分も副業をやってみた
い」という多くの声が
聞かれました。

人手不足の時代だが、自分を大切に人手不足の時代だが、自分を大切に
　長時間労働が当たり前の会社では女性は（男性も）
働き続けられません。仕事を選ぶ際、重要になってくる
ポイントは、女性の活躍を評価する企業風土の有無、
ライフイベントに合わせた柔軟な働き方が選択できる
か等、いくつかあると教えていただきました。また、
アンコンシャスバイアス
（無意識の偏見）を持たない
ことも重要であるなど、
ジェンダー平等を実現する
ためにはどうしたらいいか
学べるとても有意義な講演
となりました。

講演会　講演会　午後１時～午後３時午後１時～午後３時

ネットワーク会議　ネットワーク会議　午後３時午後３時１５分～午後４時５分～午後４時３０分０分

講評講評：油井文江さん油井文江さん

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰﾌｧｼﾘﾃｰﾀ ：ー堀正仁さん、山内慎一さん、髙久雅樹さん堀正仁さん、山内慎一さん、髙久雅樹さん

　ネットワーク会議では３つのグループに分かれ、ファシリ

テーターの進行のもと、自己紹介や働き方、副業について

意見交換を行いました。講座を聞いて勉強になったこと、

新しい発見があったことなど、多くの意見が飛び交い、ネット

ワーク会議は参加者だけでなく、講師やファシリテーター

にとっても大変有意義な時間となりました。山内慎一さん 髙久雅樹さん

６月６月２３日３日

開催開催



講　演　会講　演　会

ワークショップワークショップ

「人の働き方は環境がつくる」をテーマに学術研究に関わるとともに、「人の働き方は環境がつくる」をテーマに学術研究に関わるとともに、

講演や執筆活動等幅広くご活躍されている河合薫さんを講師にお招きし講演や執筆活動等幅広くご活躍されている河合薫さんを講師にお招きし

「人生100年時代のワークライフバランス」をテーマにご講演いただ「人生100年時代のワークライフバランス」をテーマにご講演いただ

きました。きました。

　平成３１年２月３日（日）に千葉県男女共同参画フェスティバルを開催しました。

　「みんなで創る日々のくらし」をテーマに河合薫さんによる講演会や、県民が気軽に参加でき、

男女共同参画の気付きの場となるよう、７つの団体によるワークショップを行いました。

つく か わ いかおる

Ｅ 千葉西高校箏曲部

　～バレンタインコンサート～

　（千葉県立千葉西高等学校箏曲部）

　 バレンタインデーが近かったので、バレン

タインコンサートと題し、数々の名曲を美し

い箏の音色で演奏していただきました。

Ｇ 今を生きるみなさんへ

　　働く女性のあゆみ

（千葉県男女共同参画地域推進員（北総地域））

　 厚生労働省が制作した、明治以降の女性解

放の歴史を追い続けたＤＶＤ「働く女性のあ

ゆみ」を上映しました。

Ｆ 古典芸能、落語と男女のかかわり

　　　　　　　（落語研究会　縁）

　 落語の歴史、女性落語家が近代で真打ち

として誕生したこと等をご講演いただき、

講演後に、落語の実演を行っていただきま

した。

Ｄ 「男女共同参画社会の形成」

　　そして「女性活躍推進」とは？

　　　（千葉県の男女平等を考える会）

　 男女共同参画社会の形成、女性活躍推進

についてご講演いただきました。

Ｂ 百寿体操で100歳まで健康に！

～男女ともに、

　　いつまでも自立した生活を～（笑康会）

　 認知症や転倒予防のためのトレーニング

を実施しました。

Ｃ 脳のトレーニング

　　すうじ盤体験（ちば元気づくり友の会）

　 認知症予防のための脳のすうじ盤トレーニ

ングを実施しました。

Ａ 自分と家族を守るための備え

（ＳＬ災害ボランティアネットワーク・千葉）

　 男女共同参画の視点をもりこんだ避難所運

営の講演をしていただきました。



  
とみざわ り え

冨澤 理恵さんPPaarrtt１１

ランクアップスタイル株式会社　代表取締役社長
一般社団法人格上げおしゃれプランナー協会　代表理事

格上げおしゃれプランナーとは
どんなお仕事ですか

　ご自身の持つ、お顔や体つきの特徴等、その

人が本来持っている魅力を診断をとおして発見

していただき、一人ひとりに似合うファッション、

メイク、髪型を提供しています。見た目だけが

良くても話し方が悪いと相手はがっかりしてし

まうので、場にふさわしい話し方やしぐさ等も

意識するようにお伝えしています。

　服装選びに自信が無い方にはショッピングに

同行し、納得するまで一緒に洋服を選ぶ等、手

厚いサポートを実施しています。

　今のお仕事をはじめたきっかけ

　以前は司会やフリーアナウンサー等、人前に

出る仕事をしており、そこで自分の印象とはど

のようなものか興味を持つようになりました。

その中で特に自分の見た目が相手にどのように

映るのか気になり、イメージコンサルタントに

ついて学びました。

　自分の望む仕事に就けない悩み

　イメージコンサルタントには骨格タイプ診断

があり、骨格によって似合う服があることを知

りました。そして、服装や髪形を変えたことで、

周りから「良くなったね」と高評価を受けるよ

うになりましたが、自分が望む仕事になかなか

就くことができませんでした。実は、骨格タイ

プ診断は体つきの特徴から診断されるもので、

人の顔には合わせていなかったのです。

　個々の顔に合ったファッションを

　それから企業の研修を担当させていただく中で、

人の顔はどんなバランスやパーツで成り立って

いるか数値を計測し、データを５千人分集めま

した。その平均値からタイプ別に分類するメ

ソットを考案し、それが今の格上げおしゃれプ

ランナー協会で行っている「格上げ顔診断」の

基になっています。骨格タイプ診断と格上げ顔

診断を結び付けたファッションの提案をするこ

とで、自分が望む仕事に就ける等の変化が現れ

　今回取材させていただいた冨澤理恵さんは格上げおしゃれプランナーとして、自分に自信が　今回取材させていただいた冨澤理恵さんは格上げおしゃれプランナーとして、自分に自信が

持てない女性や、もっと輝きたい女性を対象に「格上げ」の講座を開催しています。持てない女性や、もっと輝きたい女性を対象に「格上げ」の講座を開催しています。

　インストラクターの資格を得られる講座もあり、受講者が同じように女性を輝かせる講座を　インストラクターの資格を得られる講座もあり、受講者が同じように女性を輝かせる講座を

開く等、活動の幅を広げています。開く等、活動の幅を広げています。



を提供するため、インストラクターは月に１度、

必ず勉強会を受けていただいています。全国の

インストラクターが一度に集まるのは難しいた

め、地方へは私自身が赴き研修を行っています。

最初は講師をすることに不慣れだった人でも、

勉強会や経験をとおして実力をつけていくこと

で、インストラクターとして確実なスキルアップ

に繋がっています。

　千葉への思い

　生まれは東京ですが、多感な中学時代を船橋

市で過ごし、現在は千葉市に住んでいます。幼

い頃は母子家庭だったこともあり、学校や近所

の方がとても良くしてくださいました。温かい

環境がなければ今の自分はいなかったと思い

ます。千葉県に恩返しがしたい、その思いで

講座を始め、多くのお客様と出会うことができ

ました。

　最後に

　私が広めていきたいのは、『皆さん、もっと

印象を変えることで人生が変わっていくと思う』

ということです。自分と自分の良さを大事にし

て、印象を良くしてどんどん新しいことに挑戦

していただきたいと思っています。

ました。講座の受講者にも同様に良い変化が見

られ、見た目だけでなく、話し方、振る舞いを

同時に学んでいただくことで、より良い大きな

変化があったのです。

　格上げおしゃれプランナー協会の立ち上げ

　もともと千葉県にある自宅で開講していまし

たが、全国からお客さんが来てくださるように

なり、一人では時間が足りない状態になってし

まいました。そこで、共感できる仲間を増やし、

格上げおしゃれプランナー協会（以下、協会）を

立ち上げる事を決意しました。

　協会はインストラクター制です。インストラ

クター講座を受講していただくと、その資格を

得ることができ、全国で講座を開いていただく

ことができます。

　力を入れていること

　今、最も力を入れていることはインストラク

ターの養成です。お客様に常に高い品質の講座

計測の様子

顔のパーツを11箇所計測

し、わかりやすく４つの

タイプに分類します。

女性のための起業支援講座開催のお知らせ女性のための起業支援講座開催のお知らせ

　冨澤理恵さんを講師にお招きし講座を開催します。起業に興味がある方や、冨澤さんの

お話を聞きたい方は是非お申込みください。（詳細はお問い合わせください。）

開催日時開催日時：令和元年10月６日（日）１３時３０分から１６時３０分

会　　場会　　場：千葉県男女共同参画センター　３階会議室

講　　師講　　師：冨澤理恵さん、寺田博史さん（日本政策金融公庫 南関東創業支援センター所長）

申込先着順申込先着順
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千葉県消防学校

      女性消防士

　千葉県消防学校は平成３１年４月に市原市へ移転新築、

全面供用が開始されました。消防職員や消防団員に対する教育だけでなく、企業や自主防災組織

等に対する研修を行っています。

　今回取材を行ったのは女性消防士の皆さんです。屈強な男性消防士に負けず訓練に臨む１５名

の女性消防士の皆さんはとても頼もしく、優しさの溢れる笑顔が素敵な方ばかりでした。

代表の３名にインタビューをさせていただきました。

新濱 桃香さん
しんはま　もも か

山下 由夏さん
やました　ゆう か

関口 美紀さん
せきぐち　 み　き

訓練の様子

消防士を目指したきっかけ

≪新濱さん≫≪新濱さん≫　父が千葉市の消防吏員で、救急救命士だったからです。幼い頃から父の働いてい

る姿を見て、着ていた活動服や職場にあった救急車、消防車がとても印象に残り、将来自分も父

のような消防士になりたいと思いました。

≪山下さん≫≪山下さん≫　兄が消防士を目指していたので消防フェスタ等の消防に触れる機会が多く、自然

と憧れを抱いていました。その後、消防士になった兄から仕事の話を聞いたこと、また、実際の

災害現場で活動する隊員たちを見て、私も消防士として人の役に立ちたいと思い、憧れをいだく

ようになり、消防士になりました。

≪関口さん≫≪関口さん≫　私の父は消防士ではないのですが、海上自衛隊として人命救助を行い、最前線で

働いています。尊敬する父がなりたかった消防士に私がなり、生まれ育った柏市の力になりたい

と思ったからです。

　　　　　　　　　　　消防学校で特に印象に残っていること

　　　　　　　　　　　　　 ≪新濱さん≫新濱さん≫　ＡＦＴという新しい訓練施設で本物の火や煙を起こ

　　　　　　　　　　　　　 した部屋の中に入り、熱さや活動の大変さを体験できたことがとて

　　　　　　　　　　　　　　も印象に残っています。



≪山下さん≫≪山下さん≫　消防ポンプ操法の訓練では、訓練時間だけでなく

課外の時間も使い、一心不乱に取り組んだ結果、分隊対抗で

優勝できたことです。一つの目標に向かい、分隊全員で切磋琢磨し

頑張れたことで仲も深まり、いい思い出となっています。

≪関口さん≫≪関口さん≫　特に印象に残っているのは筑波山の徒歩訓練です。徒歩訓練では道のりが険しく

辛いこともあったのですが分隊の仲間同士で声をかけあい、支えてくれたので最後まで登りきる

ことができました。ここで出会った仲間を一生の宝にしたいです。

今後どのような消防士になりたいか今後どのような消防士になりたいか

≪新濱さん≫新濱さん≫　勤務中はもちろんのこと、勤務外でも困っている人がいたら手を差し伸べて助けて

あげられるヒーローのようなかっこいい女性消防士になりたいと思っています。

≪山下さん≫山下さん≫　様々な資格を持ち、現場で活躍できる消防士になりたいです。男性に劣ってしまう

部分もあると思いますが、女性である自分にしかできないこと、自分だからこそできることがた

くさんあると思います。積極的に仕事を行い、市民の方から

かっこいいと思っていただける消防士になりたいです。

≪関口さん≫≪関口さん≫　市民の皆さまからはもちろん、一緒に働いている

職員から安心して命を預けてもらえる信頼される消防士になり

たいです。

TEAM C.F.A -168th-



令和元年度令和元年度千葉県男女共同参画葉県男女共同参画推進事業所表彰の募集について推進事業所表彰の募集について

≪表彰区分≫　≪表彰区分≫　千葉県知事賞、奨励賞

事業所表彰　表彰式の写真事業所表彰　表彰式の写真

（平成３１年1月１７日）（平成３１年1月１７日）

　県では、労働の場における男女共同参画の取組を促進するため、女性の登用や職域拡大、仕事

と生活の両立支援に積極的に取り組んでいる県内の事業所を平成１８年度から表彰しています。

　今年も、募集を行っていますので、奮って御応募ください。自薦・他薦は問いません。

≪対象となる事業所≫≪対象となる事業所≫

　県内に事業所を有し、次にあげる取組を積極的に行っている法人その他の団体（国、

地方公共団体を除く）

　①女性の採用・登用や職域拡大のための取組

　②職業生活と家庭生活等の両立を支援するための取組

　③その他、男女が共同して参画できる職場づくりに向けた取組
　④他の模範となる男女共同参画の推進に資する独自的・先駆的な取組

　※応募期限※応募期限：令和元年１０月２５日 (金 )令和元年１０月２５日 (金 )

　詳細は、千葉県ホームページ（https : //www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/hyoushou/index.html）を

ご覧ください。

「㈱ヒロハマ　千葉工場」「㈱ヒロハマ　千葉工場」

工場長　草島康吉工場長　草島康吉 氏からのコメントからのコメント

　この度は「奨励賞」という名誉ある賞をいただき、大変光栄
に存じます。
　当社は、職能資格制度や機械の安全対策・安全教育の充実
など、女性が製造現場で働きやすい職場環境づくりを推進する
とともに、「あらゆるハラスメントのない、働きやすい職場
づくり」を目指して、相談窓口の案内チラシの作成・配布や、
管理職向けパンフレットの作成等で行動規範を示すとともに、
適切な対応を行うための教育などを実施しています。
　今後も、在籍する全ての従業員がその能力を発揮できる職場
づくりに努めてまいります。

株式会社ヒロハマ千葉工場

工場長　草島康吉 氏

　平成３０年度は、奨励賞として「株式会社ヒロハマ　千葉工場」を表彰しました。

【平成３０年度受賞事業所の紹介平成３０年度受賞事業所の紹介】

★奨　励　賞★奨　励　賞

事業所の概要事業所の概要

（所在地）船橋市三咲９－１５－６

（業　種）製造業

（従業員数）８１名（H30.1２.２８現在）

＜男女共同参画に関する取組＞＜男女共同参画に関する取組＞

・機械の安全対策や安全教育の充実、職能資格制度の
　導入により、女性でも働きやすい製造現場の環境を
　整備。

・年に1回、社長自らすべての従業員を対象に自己申告
　面接を実施するなど、本人の希望した働き方が実現
　できるよう配慮

・従業員向けの相談窓口案内チラシの作成配布や管理職
　向けのパンフレット配布、教育実施など、あらゆる
　ハラスメントのない、働きやすい職場つくりを推進。



 

 

 

 

 

 

 

 

◆日日時 10月27日（日）14時～16時30分 

◆会場 三井ガーデンホテル千葉（ＪＲ千葉駅から徒歩7分） 

◆内容 第1部 

講演：「家事シェアで夫婦円満！」 

講師：三木
み き

 智
とも

有
あり

 さん 

（NPO法人tadaima! 代表理事・家事シェア研究家） 

第2部 パネルディスカッション 

「家族・夫婦の家事ギャップを解消するために」 

◆定員 200人（申込先着順） 

◆申込方法 代表者の郵便番号・住所・電話番号、参加希望者全員の氏名、託児の有無を書き

郵送またはファクス。Eメール可。 

◆受付期間 10月18日（金）まで（必着） 

◆問合せ・申込先 FAX 043-222-0904  Eメール kyodo2@mz.pref.chiba.lg.jp  

県男女共同参画課企画調整班（043-223-2372） 

 家事ギャップ解消シンポジウムの開催家事ギャップ解消シンポジウムの開催

“10年後も「ただいま！」と帰りたくなるような家庭にしよう！”をスローガンに、家事

シェアを広める活動を行っている三木智有さんが、家事ギャップの解消について語ります！

 

県警音楽隊等の演奏の他、チーバくんや各市 

のマスコットキャラクターの出演があります。 

令和元年11月12日(火) 16時～17時 

そごう千葉店前広場 

令和元年11月１７日(日) 13時～1４時半 

ニッケコルトンプラザ 

令和元年1２月７日(土) 13時～1４時半 

イオンモール八千代緑が丘 

日時：日時：令和元年11月５日(火) 11時～正午 

場所：場所：千葉市生涯学習センター(８６名定員) 

講師：講師：渡邉直さん（千葉県市川児童相談所長） 

演題：演題：

“機中八策”は渡邉所長が考案した非暴力

のコミュニケーション方法です。怒り等の  

感情に左右されずに言いたいことを伝えら

れるスキルを身につけられます。 

夫 婦 ゲ ン カ に さ よ う な ら婦 ゲ ン カ に さ よ う な ら

～怒鳴らない怒鳴らない ディスらないスらない
コミュニケーションの基本“機“機中八策”～

・街頭キャンペーンは参加申込み不要です。 
・予防セミナーは件名を｢予防セミナー｣として、氏名･性別･･手話通訳希望の有無･･居住市区町村
名･･電話番号･･E-mail 又は FAX 番号･･セミナーを知ったきっかけを書いて10月29日(手話
通訳希望の方は 10 月 22 日)(火) までにメールかＦＡＸか電話で下記へお申込みください。 

◎ E -m a i l  kyodo3@mz.pref.chiba.lg.jp 
◎ FAX番号 043-222-0904 
◎ 電話番号  043-223-2376 

問合せ先：県男女共同参画課ＤＶ対策班(043-223-2376) 

研究家）



　各地域で今年度予定されて

いる事業内容をご紹介すると

ともに、推進員さんからのひ

と言をお伝えします。

　地域推進員は８市ですが、４市が不在であります。女性７名、

男性１名で活動しています。月１回の会議は、職員と一緒に実施

されており、ベテラン推進員のもと、楽しい雰囲気です。今年度

は１１月に出前寸劇事業を中学生対象に２回実施します。家事の

役割分担やトイレ掃除、デートＤＶ等、生徒に対して身近なテー

マです。これを機会に男女共同参画を考えてもらいます。私は２

期目に入り、この活動の大切さと難しさを肌で感じています。

境屋邦夫さん（袖ヶ浦市）

地域テーマ『人として 私らしく あなたらしく』 地域テーマ『人として 私らしく あなたらしく』 

委嘱状況委嘱状況　4２市町村から6１名（女性４９名、男性12名）

任　　期任　　期　平成３０年４月2４日～平成3２年３月31日

役　　割役　　割　１ 男女共同参画に関する普及・啓発

　　　　　２ 県及び市町村の男女共同参画施策に関する情報の

　　　　　 　地域への提供

　　　　　３ 男女共同参画施策に関する地域の要望の把握並びに

　　　　　　 県及び市町村への報告

　　　　　４ 地域における女性のロールモデルの発掘及びその

　　　　　　 情報発信

　　　　　５ その他、男女共同参画を推進するために必要な活動

地　　域地　　域　６地域（地域区分図のとおり）

今後の活動への抱負を含め、各地域の推進員さんからひとこといただきました。

１１月１３日（水）

１１月２２日（金）

中学生対象 出前寸劇

事業

今年度の事業今年度の事業



　今年度は、１２月の大網白里市講演会事業に寸劇での参加を、

１月に開催する男女共同参画フェスティバルのワークショップでは

防災の展示をしようと計画しています。さらに継続している新聞

作りにも挑戦します。定例会ではどんな寸劇にしようか、どんな

展示方法があるのか様々な意見が出されました。

　旭市の防災センターで観た津波の映像は忘れかけていた津波の

怖さを再認識しました。今、私達に出来る事を少しずつでも仲間と

一緒に発信していけたらと思っています。　

石川安子さん（東金市）

地域テーマ『地域で広がる笑顔の輪』 地域テーマ『地域で広がる笑顔の輪』 

今年度の事業今年度の事業

地域テーマ地域テーマ『互いに認め合い 笑顔で共助しあえる社会』 『互いに認め合い 笑顔で共助しあえる社会』 

　私たち北総地区の特徴は、10人の推進員が様々な視点から積

極的に意見交換をしながら推進活動を展開するというチームワーク

の良さです。今年は、昨年の反省を活かしながら、更に、地域

ネットワークの拡充に努めています。男女共同参画というとなか

なかその重要性が理解されにくい部分がありますが、小さな歩み

でも、互いに認め合い、笑顔で共助しあえる社会づくりを目指して、

一丸となって取り組んでいきたいと思っています。

市東美惠子さん（多古町）

①８月１８日（日）

　防災講座

②未定

今年度の事業今年度の事業

地域テーマ『人生ともに楽しく生き生きと』 地域テーマ『人生ともに楽しく生き生きと』 

①９月２４日（火）

　スキルアップ勉強会

②１月１９日（日）

　男女共同参画フェス
　ティバルに参加

今年度の事業今年度の事業

　男女共同参画フェスティバルでのワークショップは「座よさこい

一座」様を招き「よさこい踊り」を披露していただきます。椅子

に座ったまま「よさこい踊り」見るのも楽しい、でも一緒に踊れば

もっと楽しい。曲に合わせてみんなで一緒に踊りましょう！名付

けて「座よさこい」どうぞお楽しみに！

斉藤孝子さん（茂原市）

①地域新聞作成

②12月 22日（日）

　講演会事業

③１月１９日（日）

　男女共同参画フェス
　ティバルに参加



　東葛飾地域は、推進員は現在６名と、少数精鋭での活動運営と

なっていますが、会議では推進員メンバーならびに市職員の皆さんが

様々な視点で意欲的に意見を出してくれるので、毎回新しい発見を

貰うことができ、私もとても楽しく参加させていただいいています。

　令和元年最初の事業となる今回は、９月にイオンモール千葉

ニュータウンのイオンホールで講演を行い、１１月には、野田市役所

にて、防災に係る講演を行う予定です。

　最後に、“地域に男女共同参画の種を蒔き、育てて行く”ことを

念頭に、今後も地域推進員活動を盛り上げていきたいと思ってお

ります。

市川温子さん（白井市）

地域テーマ『自分らしく樹つ』 地域テーマ『自分らしく樹つ』 

①９月１５日（日）

　印西市で講座開催

②11月 30日（土）

　野田市で講座開催

今年度の事業今年度の事業

　千葉・葛南地域では今年度も市原市で幼稚園（保育園）出前講座

を開催しました。推進員活動で感じた事は、其々の自治体で関り

が違う事。地元の習志野市では男女共同参画週間事業の運営委員

として参加し、今年度は「ライシフト」をテーマに講演会を企画

しました。男女共同参画を推進するには、行政と市民が一緒に話題

を先取りしながら学習していくことが大切。今後も地域や世代を

超えて取り組みたいと思います。

　感じ方の違いを知り、理解するきっかけとなる機会を企画して

いきたいと思います。

佐藤佐知子さん（習志野市）

地域テーマ地域テーマ『一緒に生きよう！お互いを認め合える社会で』『一緒に生きよう！お互いを認め合える社会で』

①９月８日（日）

　市原市で講座開催

②12月７日（土）

　習志野市で講座開催

今年度の事業今年度の事業

令和元年６月２０日 (木 )令和元年６月２０日 (木 )

総合企画企業常任委員会の委員のみなさんが、

千葉県の男女共同参画施策の推進拠点として、

センターが行う相談、学習、啓発、市町村支援

事業等の取り組み状況や県民が利用できる会議

室、情報コーナー等の施設の整備状況の調査に

みえました。



 

相談は無料です。秘密は厳守します。

電話相談後に 
予約 

電話相談後に
予約

面接相談後に 
予約 

自分の力で解決できるよう、男性

のカウンセラーが相談に応じます。

自分の力で解決できるよう、女性のカウンセラーが相談に応じます。

ストレスや不安などこころの悩みについて、精神科医が相談に応じます。

法律上の相談に女性の弁護士が応じます。

 

  

 

 火・水曜日 16:00～20:00 
（月曜が祝日の場合の翌日火曜・祝日・

年末年始・臨時休館日は休み） 

 ☎０４０４３-３０３０８-３４２１３４２１☎０４-０４-７１４１４０-８６０５８６０５  

面接により、一緒に問

題点を整理します。 

 

火～日曜日火～日曜日

 （月曜 火曜も・

)

※月曜が祝日の場合は翌日

祝日・年末年始・臨時休館日は休み

火～日曜日 9︓30～16︓00

平成30年度男性一般相談

その他

34％

生き方

13％

法律

0％

労働問題

1％

人間関係

32％

こころ

11％

DＶ
9％

平成30年度女性一般相談

その他

29％

生き方

6％

法律

0％

労働問題

1％

人間関係

28％

こころ

23％

DＶ
13％

相談案内 ＆ 平成 30年度相談実績

　千葉県男女共同参画センターでは、女性・

男性の様々な悩みに対応した総合相談を実施

しています。

　相談は、電話相談電話相談で悩みをお聞きするとこ

ろから始まります。相談員は女性・男性のそ

れぞれの視点を大切にしながら、みなさんの

悩みに対応しています。電話相談だけでは解

決への糸口が見えない場合や、面接・カウン面接・カウン

セリング等をご希望の場合は、電話相談の後、セリング等をご希望の場合は、電話相談の後、

予約を受け付けています。予約を受け付けています。

　昨年度１年間の総相談件数、女性は約

7,000件、男性は約730件でした。

　女性からの相談内容の傾向として、ＤＶ相談

は身体への暴力の相談よりモラハラや金銭的

な経済的暴力の相談が多かったようです。

　全体的には、職場やママ友、近隣トラブル

など身近な問題と生きづらさに悩んでいる相

談が多く寄せられました。

　男性からの相談は前年度に比べて、ＤＶ相談

は加害者からの相談は減り、被害者からの相談

が増加傾向にあります。

　その他、こころや生き方、からだの悩み、

LGBT に関する相談など幅広く多くの相談が

寄せられました。

　一人で悩んでいると、解決の糸口がなかなか

見つからないことがあります。

　まずは電話で話をして、一緒に解決の一歩

を踏み出してみませんか？

千千千千千千葉県葉県葉県葉県県葉県男女共同参



特集と連動して、『女性の働き方』『防災』をテーマにした図書をご紹介します。おすすめ図書のご紹介

全国共通防災テクニックVol.1
（映像作品／ＤＶＤ）

地震・台風などの災害から、
あなたの大切な人を守るため
の対処法や、生活の応急知識
や、すぐに実践できるテク
ニックなどをわかりやすい映
像で紹介し、防災意識を高め
てくれる作品です。
第１巻は、災害時の「水」と
「食」の備え方について紹介
しています。
地域での研修会や、学校の授
業でも利用できる『上映権付『上映権付
き作品』き作品』です。

自衛隊防災ＢＯＯＫ
編集：マガジンハウス

日本という国と国民を絶えず

守り続けてくれている自衛

隊。

心強い危機管理のプロである

自衛官が日ごろ心がけている

災害の対処方法・役立つ知識・

アイディアなどが写真やイラ

ストでわかりやすく紹介され

ています。

日々の生活にも役立つ知識も

満載です。

タレント業の傍ら、起業

コンサルタントとしても

活躍中の大東さん。

１００人を超える女性の

起業をアシストしてきた

著者が教える、「変わりた

い！起業したい！」を実

現するビジネスアドバイ

スが詰まった１冊。

日本における女性のキャリア

進出を今なお阻む「ジェン

ダー格差」の壁…。

男女共に働きやすい、性差

を超えた多様性を生かせる、

かつ新しいリーダーシップ

を構築できる組織づくりに

ついて考えるキッカケにな

る１冊です。

好きな場所で、好きな時間に、　
　 愛される仕事を手に入れる本
　　　著：大東めぐみ／出版：ぱる出版

なぜ女性管理職は少ないのか
編：大沢真知子 日本女子大学現代女性キャリア研究所 

　　　／出版：青弓社

性別を問わず、誰もがいき

いきと働き続けるには何が

必要なのか…？

7000人を超える世界規模の

リサーチから生まれた、多様

な人材がいきいきと活躍で

きる職場づくりと、組織に

おけるダイバーシティ・

マネジメントの本質とはな

にかがわかる１冊です。

女性の視点で見直す人材育成
著：中原淳／出版：ダイヤモンド社

平成１８年の『会社法』の改正

以降、個人で会社を作りやす

くなった現在。

…とは言え、未だ複雑で面倒

とされている『会社設立』の

手続きを、わかりやすく、かつ

実務的に書かれているこの著

書。

これから起業を考えている方

のハンドブックとして役立つ

1冊です。

図解まるわかり
いちばんやさしい会社の作り方

監修：山田猛司／出版：新星出版社



・あらゆる悩み・不満・ストレスが消える最高の人生相談／著︓ミセス・パンプキン
共感・納得・前向きになれる︕「東洋経済オンライン」大人気連載が１冊の本に。 

・1分で話せ／著︓伊藤 羊一 
人間は相手の話の８０％を聞いていない︕︖右脳・左脳に働きかけ、話の重要部分が１分間で伝わる極意とは。 

・わたし、定時で帰ります。／わたし、定時で帰ります。ハイパー／著︓朱野 帰子 
「定時で帰る」を目指した主人公の行く末とは・・・︖ドラマ化もされた人気シリーズの原作小説。 

・鏡の背面／著︓篠田 節子 
　女性保護シェルターで起きた火災、取り残された母子を救い命を落とした、『聖母』と呼ばれる女性が持つ
闇と、指導者を失った施設で起こる不協和音・・・。直木賞受賞経験者である作者が贈る傑作長編サスペンス。

・おしりたんてい『むらさきふじんのあんごうじけん』『やみよにきえるきょじん』
『かいとうとねらわれたはなよめ』（児童書）／著︓トロル
子供に大人気の『おしりたんてい』シリーズから、第１・２作目と最新作を一挙お届け︕ 

突如消えた食料。消えたことを悔やみ、現状分析を続ける者と、新たな食料を求めに向かう者の両面を描き、
『状況対応』とは何かを伝える、あのプロ野球選手の大谷翔平氏も愛読書としている、人生の必読書シリーズ。 

・迷路の外には何がある? ―『チーズはどこへ消えた?』／著︓スペンサー・ジョンソン

◆利用時間　9：00～ 17：00◆利用時間　9：00～ 17：00
◆休 館 日　月曜日（月曜が祝日の場合は翌日火曜日）、年末年始、蔵書点検期間◆休 館 日　月曜日（月曜が祝日の場合は翌日火曜日）、年末年始、蔵書点検期間

情報コーナー概観 キッズスペースもあります
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講講座座開開催催ののおお知知ららせせ  
講座の内容については変更になる可能性があります。講座の内容については変更になる可能性があります。 

詳細はチラシやホームページでお知ら詳細はチラシやホームページでお知らせいたしますので、皆様お誘いたしますので、皆様お誘い

あわせのうえ、是非ご参加ください。あわせのうえ、是非ご参加ください。 

 

講座開催のお知らせ 
講座の内容については変更になる可能性があります。 

詳細はチラシやホームページでお知らせいたしますので、皆様お誘い

あわせのうえ、是非ご参加ください。 

女性リーダー養成講座 

はじめてWEB講座（起業をされた女性、起業を検討されている女性対象） 

就労支援講座 

日付：①令和元年１０月 ３日（木）介護職に興味がある方向け 

                 （介護施設の見学もあります） 

    ②令和元年１０月１７日（木）企業３社からお話しいただきます。 

  

起業支援講座 

 日付：令和元年１０月 ８日（日）起業を考えている方向け 

場所：千葉県男女共同参画センター 

起業についての講座や、「はじめて WEB」を使用したホームページ作成の

実習で、起業にチャレンジしたい方を応援します。 

日付：令和元年１１月９日（土）、１６日（土）全２日 

場所：千葉商科大学 

 男女共同参画フェスティバル 

男女共同参画を知っていただくきっかけのひとつとして、講演会とワーク

ショップを開催します。 

日付：令和２年１月１９日（日） 

場所：千葉市生涯学習センター 
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千葉県医師会との連携講座 

病気になったとき、治療の選択肢が多い事を知っていただくための講座や、

直接医師に質問できるお話会を開催します。 

日付：令和２年２月１日（土） 

場所：千葉県医師会館 

お話会内容：リビングウィル、認知症、在宅医療 


