生活上の困りごと 相談窓口 一覧
相談の内容
高齢者･障害者への
虐待相談

相談窓口
市役所
地域福祉課

電話
5542511

受付時間

その他

24 時間
対応

高齢者や障がい者への虐待を
発見したときや、気になること
があれば相談ください。
高齢者や障がい者の財産や生
活を守るため法律などの相談
に応じます。
物忘れなどの認知症の症状や
対応等についての相談に応じ
ます。

高齢者･障害者の権利擁 市役所
護や成年後見制度の相談 地域福祉課

55２5346
西部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 594認知症などの相談
(丹南健康福祉ｾﾝﾀｰ)
3776
高齢者の生活・サービス 東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 5580324
(篠山市保健ｾﾝﾀｰ)
の相談
5527102

ひきこもりの相談

市役所
地域福祉課

こころの健康相談

市役所 健康課
(丹南健康福祉ｾﾝﾀｰ)

生活保護の相談

8：30

市役所
福祉総務課

消費生活の相談

市役所
市民協働課
畑ふれあい館

5524401

日置ふれあい館

5562850

西紀ふれあい館

5930093

味間ふれあい館

5941003

(

母子・児童の相談

月
552〜 17：15
71０２ 金
祝
594日
、
1117
年
末
年
552始
7101
を
除
552く
5112
)

生活困窮でお困りの方の相談
に応じます。
ひきこもりで悩んでいる方や
家族の方の相談に応じます。
こころの悩みや精神的な病気
についての相談に保健師が応
じます。ご本人だけでなく、ご
家族やお知り合いの方も相談
ください。
母子家庭や児童に関する相談
に応じます。
商品に関するトラブルや悪質
な訪問販売、多重債務などの相
談に応じます。

平成 29 年は、
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)の完全施行から
1 年が経過します。この 1 年で、大企業や国・地方公共団体における事業主行動計画の策定率がほぼ
100％になるなど、女性の活躍推進に向けた取組は大きく前進しました。
正規雇用、非正規雇用といった雇用形態、自営業等の就業形態にかかわらず、既に働いている方のみ
ならず、これから働こうとしている女性も、そして男性も、自らの意思により、各々の夢と希望を実現
するため、一層その個性と能力を十分に発揮して働ける職場を作るためのキャッチフレーズを募集しま
す。

身近な相談窓口として、
8：45 人権や生活上のさまざま
な相談をお聞きします。
17：15 必要に応じて関係機関へ
つなぎます。
～

総合生活相談

平成 2９年２月

各障がい手帳の取得やサービ
ス利用についての相談に応じ
ます。

〜

市役所
地域福祉課

第３７号

【発 行】
〒669-2397 兵庫県篠山市北新町 41
篠山市役所第２庁舎１階
篠山市市民生活部人権推進課
電話：079-552-6926
FAX：079-554-2332

高齢者の在宅での生活、介護に
関する相談に応じます。

障がい者の生活・サービ
スの相談

Sasayama City
Gender Equality Center

篠山市男女共同参画センター情報紙

5941001
兵庫県立女性家庭センター
078-732(兵庫県配偶者暴力相談支援センター) 7700
兵庫県警察本部
078-371女性の
ストーカー･DV 相談
7830
ための
神戸地方法務局
0570相談窓口
女性の人権ホットライン
070-810
079-552篠山市役所人権推進課（第２庁舎１階）
6926

このキャッチフレーズは、平成２９年度「男女共同参画週間」のポスターをはじめ、
様々な場面で広報・啓発活動に使用します。たくさんのご応募、お待ちしています。
１

応募資格 どなたでも応募できます。ただし、応募作品は未発表の自作のものに限ります。

２

応募期間 平成２９年１月１２日(木)～同年２月２８日まで

３

応募方法 男女共同参画サイトのキャッチフレーズ募集ページから、応募フォームに必要事項を入
力してご応募ください。http://www.gender.go.jp/public/week/week.html

古市ふれあい館

毎日 9:00～21:00
緊急時は 24 時間対応しています
毎日
24 時間
月～金曜日(祝日･年末年始を除く)
8:30～17:15
月･火･木･金(祝日･年末年始を除く)
9: 00～16:00
毎月第１・３
男性のた
男性の心理カウン
兵庫県立男女共同参画センター・イーブ 078-360- 火曜日(原則)
めの電話
セラーが、電話で相
ン(男性相談専用)
8553
17:00～
相談
談に応じます。
19:00
【問い合わせ先】
篠山市市民生活部人権推進課
電話番号：079-552-6926 FAX：079-554-2332
E メール：jinken_div@city.sasayama.hyogo.jp

お１人様何作品でもご応募可能です！
ただし、応募１回につき１作品とさせていただきます。
※個人情報の取扱い
応募フォーム等に記載された個人情報は、本公募に関連する用途に限って使用し、
「行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律」に基づき適正な管理を行います。
４

審査及び表彰

内閣府及び外部審査員(※)において審査を行い、入賞者には４月中に連絡いたします。

※勝間和代氏(経済評論家)、萩原なつ子氏(立教大学教授)、山本高史氏(関西大学教授)
入賞作品（最優秀賞、優秀賞）の応募者には、後日、記念品を贈呈いたします。
また、最優秀作品は、６月の男女共同参画週間の期間中に男女共同参画担当大臣から表彰予定です。
５

その他

応募作品は返却いたしません。また、入賞作品の著作権は内閣府に帰属します。

６

問合せ先 内閣府男女共同参画局総務課「キャッチフレーズ募集係」03-5253-2111(代表)
（内閣府ホームページより転載しました）

家族が仲良く暮らしていくためには、夫婦の協力体制がとても大切です。
自分の気持ちを上手く相手に伝えられず、モヤモヤしていませんか？このシートを活用し
て楽しく真剣に、これからの二人のこと・家族のことを話してみましょう。
日々の家事や育児の項目を洗い出し、どのように分担し、お互いに支え合うのがよいのか
を確認し合うためのコミュニケーションツールです。
それぞれのページごとに次のようにテーマが付けてあります。皆さんのご家庭でも試して
みませんか。
１ 素直な気持ちを伝えてみよう
２ ２人の今を再確認
３ 「家のこと」分担の仕方を考えよう
４ ３年後の自分たちを想像してみよう

平成 29 年 1 月 14 日(土) 「性別から見る多様性を考えましょう」というテーマで人権講演会が
開催されました。男女共同参画社会は本来、性別による差別的扱いを解消し、性別にかかわりなく
個人の人権が確立される社会をめざすものです。身体的・社会的性別に違和感を持つ人、性的指向
が同性や両性に向かう人など、いわゆる性的マイノリティの方への理解や配慮が求められます。
講師は飯田亮瑠（いいだあきる）さんという、性同一性障害などの性別違和の当事者の方でした。
最近よく聞かれることばで「LGBT」ということばがあります。
Ｌ＝レズビアン；女性同性愛

Ｇ＝ゲイ；男性同性愛

Ｂ＝バイセクシュアル；両性愛

Ｔ＝トランスジェンダー；性同一性障害など性別違和

性的少数者（セクシュアルマイノリティ）の方々を表現する言葉として
使われています。その割合は日本で約 7.６パーセント（13 人に 1 人）と
言われています。地域で、学校で、職場で、私の周りにはそんな人はいな
いと、多くの方が感じられているのではないでしょうか。しかし、「いな
い」のではなく、
「言えない」
「相談できない」空気があり、知らないだけ、
分からないだけではないでしょうか。日常無意識に発する言葉の中に「ホ
モ」「レズ」「おかま」「おとこおんな」など、何となく笑いや偏見の気持
ちが混じっていませんか。その言葉を聞くことで、当事者は言えなくなっていると思います。
空気を変えるためにはまず無意識に発するマイナスイメージの表現をやめてみましょう。そして
知ることが大切です。知ることで、今まで何気なく使っていた言葉が、隣にいるかもしれない当事
者を傷つけるかもしれないと想像することができるようになるのではないでしょうか。一歩進んで
自分が知ったことを周りの人にも伝えていくという行動に移せたら、自然に配慮が行き届いて一人
ひとりの人権が尊重され、誰もが気持ちよく生活できる社会になっていくのではないでしょうか。
大変だったけれど生きてこられたのは、小・中・高校・大学、
それぞれの年代で悩みを聞いてくれる大人（先生）がいたから救
われたと言っておられました。
「あなたはあなただよ」とありのま
まの私（違い）を認めてもらえたことで命をつないでこられたと
いうことです。
参考：言葉に気をつけるとは？（当日の講演会資料より引用）
差別的な用語や表現は人権的な観点から一般的に使わない方が
よいということです。
「ホモ」
「おかま」
「おねえ」
「レズ」
「おとこおんな」などは差別的に使われて
きた歴史があり、嫌だと感じる人が多いです。
「ゲイ」
「レズビアン」
「トランスジェンダー」など学
問で用いられる用語を使いましょう。ただし、特定の相手と会話する場合は、相手の用いている用
語を一緒に使う方が良い場合もあります。自分のことを「おねえ」
「おかまちゃん」と表現する方も
います。もちろん、どんな言葉も、傷つける意味を込めて使うのは×です。
多様性を尊重できるように、変換が可能な言葉がないか探してみましょう。以下は例です。他に
も考えてみましょう。

このシートは内閣府男女共同参画局のホームページよりダウンロードできます。
もし、ご希望がありましたら人権推進課でコピーをお渡しできます。

○

男の子集合

→ 力持ち集合（男／女らしさを強調しない）

○

妻／夫 →

パートナー（婚姻関係を前提にしない）

○

彼氏／彼女いるの？

○

異性愛の話

→ 恋人いるの？（異性愛を前提にしない）

→ 他の恋愛のことも一言加える。
「同性を好きになる人もいるよ」など、真剣
に伝える。

