【丹波篠山市内】

丹波篠山市男女共同参画センター情報紙

人権相談
女性のための悩み相談

人権推進課
（第２庁舎

電話

１階）

畑ふれあい館
日置ふれあい館
総合生活相談

西紀ふれあい館
味間ふれあい館
古市ふれあい館
長寿福祉課
社会福祉課

ふくし総合相談窓口

5526926
5524401
5562850
5930093
5941003
5941001
5542511

時間

その他

9：00～
17：00

9：00

～

相談窓口

17：00

身近な相談窓口として、人権
や生活上のさまざまな相談を
お聞きします。
必要に応じて関係機関へつな
ぎます。

類

女性のためのなやみ相談
（女性カウンセラー）
法律相談(女性弁護士)
男性のための相談
(男性臨床心理士)

8：30
17：15

相談方法

電話番号等

電話（直通）

078-360-8551

面接(要予約)

078-360-8554

どこに相談すれば良いのかわからな
い等、どんなささいなことでも結構
です

実施日時

面接のみ※なやみ相談(面接)後に予約

電話

078-360-8553

月～土曜日
月～金曜日

土曜日

9:30～12:00
13:00～16:30
11:00～18:40
9:20～16:50

毎月 第２水曜日(原則)
毎月第１・３火曜日
17:00～19:00

女性のためのチャレンジ相談 電話・面接
(女性社会保険労務士等)
（要予約）

078-360-8554

情報相談(情報アドバイザー)

電話（直通）

078-360-8557

不妊・不育専門相談

電話（直通）

078-360-1388

（助産師等）

面接（要予約） 078-362-3250

毎月第 2 土曜日 14:00～17:00

電話（直通） 078-351-3400
メール相談
http://ninshinsos-sodan.com

月曜日と金曜日 10:00～16:00
随時受け付け
返信は原則として 1 週間以内

思いがけない妊娠（ＳＯＳ）
（助産師等）

毎月第１～４木曜日
10:00～13:00
月～土曜日 9:00～17:00
毎月第 1･３土曜日
10:00～16:00

【その他（DV 等）
】
相談先
兵庫県立女性家庭センター
(兵庫県配偶者暴力相談支援センター)

電話番号
078-732-7700

第４８号

令和２年１１月

丹波篠山市役所第２庁舎１階
市民生活部人権推進課
電話：079-552-6926
FAX：079-554-2332

女性のためのチャレンジ相談

月～金曜日
（祝日・年末年始を除く）

【兵庫県男女共同参画センター】
種

【発 行】
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町 41

何かしたい！新しい活動をはじめたい！在宅ワークって私にもできるかな？夢や目標があ

～

相談の内容

TambaSasayama City
Gender Equality Center

実施日時等
毎日 9：00～21：00
緊急時は 24 時間対応しています

兵庫県警察本部 ストーカー･DV 相談

078-371-7830

毎日 24 時間

神戸地方法務局
女性の人権ホットライン

0570-070-810

月～金曜日(祝日･年末年始を除く)
8：３0～1７：１５

【問い合わせ先】
丹波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

る人も、これから見つけたい人も。あなたのライフプランに沿ったアドバイスをいたします。
★ と き
令和 3 年 1 月 13 日（水）
①9：30～10:20 ②10:30～11:20 ③11:30～12:20
★ ところ
丹波篠山市民センター1 階 研修室１
★ 内 容
①②③ それぞれ一人ずつ個別相談・秘密厳守
★ 一時保育 有・無料・要予約（おおむね 10 か月から小学校就学前の子ども）
★ 講 師
藤原 寛子(ふじわら ひろこ)さん
（社会保険労務士、ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ、ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾗｰ）
★ 締 切
定員になり次第締め切ります
（兵庫県出前チャレンジ相談事業）

続けられる整理収納セミナー
部屋が片付かず、探しものに時間がかかってイライラ・・・
せっかく片付けたのに、又すぐ散らかってしまう・・・
時間と手間の節約につながる整理収納術。働いている女性や働くことを考えてい
る女性も、夫や子どもを巻き込んで家族みんなでできるお片付けのコツを身につけ、
自分のために使える時間の確保を目指しましょう。
リビングや台所の整理整頓、書類の整理についてのコツなどを中心に教えていただきます。
■ 日
時
令和 3 年 1 月 28 日(木)１３:３０～１５:００
■ 会
場
丹波篠山市民センター2 階 催事場１・２（丹波篠山市黒岡 191-1）
■ 講
師
笹田 奈美子(ささだ なみこ)さん
（cozyroom(ｺｰｼﾞｰﾙｰﾑ)代表、整理収納コンサルタント）
■
■
■

対
象
一時保育
申込締切

テーマに関心のある女性（定員 1６名）
有・要予約・無料 1 月 21 日（木）までにお申し込みください
1 月 21 日（木）但し先着 16 名になり次第締め切ります
(令和 2 年度 出張！女性のための働き方セミナー)

１・２共通
主
催
県立男女共同参画ｾﾝﾀｰ(ｲｰﾌﾞﾝ)・丹波篠山市男女共同参画ｾﾝﾀｰ(ﾌｨﾌﾃｨ)
問合せ・申込先 丹波篠山市市民生活部人権推進課
TEL079-552-6926
FAX079-554-2332
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期又は中止になることがあります。

令和２年３月～令和４年３月の任期２年で女性委員会委員を募集し、今期は
６名の委員さんにお世話になっています。
女性委員会は、女性問題や市政について調査、研究し、意見や提言を行った
り、男女共同参画社会の実現に向けて研修・啓発を行うことを目的に設置され
ています。委員相互の意見交換を経て今期のテーマを設定し、研修や提言につ
なげていただきます。
３月２５日に第１回女性委員会を開催し、市長から
委嘱状交付とあいさつ、委員の自己紹介の後、委員
長・副委員長を相互選出していただきました。
第２回目以降、女性委員会で協議していくテーマや
内容等について委員の皆さまからご意見を出してい
ただき、研修をすすめています。
これまで、市の農業施策や子育て支援施策、防災施
策などについて、市職員を講師に迎え、研修を重ねて
きました。
その農業施策についての委員の研修レポートを、一部抜粋してご紹介します。
有機農業の JAS 認定の取得には厳しい要件があり、認定を受けることの難しさを改めて知りました。
農薬が体に大きく影響を及ぼしていることは承知の上ですが、100％使用せず栽培することの大変さがわ
かります。無農薬栽培というと安全の代名詞のように思いますが、本当に農薬が悪いのか…矛盾する面が
双方にあるように思います。農都宣言にあるように、「食の安全と安心を未来にわたって育む」ことを今
一度考えることが大切だと感じます。
農村女性組織連絡会での取組、加工セミナーも

M
丹波篠山では農家戸数は多いものの、専業農家は

興味深く、連絡会で勉強されたことを、一般市

少なく兼業農家が多いと知りました。有機農業は

民でも学べるように広めてもらえると嬉しい

雑草や虫の駆除等、手間暇がかかるため、今まで

です。収穫期になると規格外の農産物を廃棄す

通り農薬等を使う栽培が多いのが現状でしょう。

ることも多いため、加工する技術を持つ方が増

今後、自給自足の生活ができるようになればいい

えれば、作り手としてもありがたいです。

なと頭の片隅で思っています。まずは、プランタ

収入もあれば嬉しいし、やりがいや働きがいな

ー栽培と友人宅の畑を一部借りて無農薬で野菜を

どにつながっていけば、高齢化が進む地域の活

作っています。食べ物があふれかえる中、自分で

性化につながるのではないでしょうか。

作った物を食べられる幸せを、娘にも伝えたいと
思います。

有機農業は手間がかかり生産量も落ちてしまうが、子どもたちとその先の世代が
安心安全に過ごしていくためには必要不可欠であると改めて思いました。
丹波篠山市で有機農業をされてる方が予想よりも多くて驚きましたが、それが私
たちに届いていないことがもったいなく感じました。
市民の食卓に篠山の有機農産物が並ぶこと、もともと美味しい篠山の特産物の
数々が有機であれば求める人も増え、観光のさらなる目玉になるのでは…。
。

Y

消費者が有機食品に対して「安全」というイメー

農薬を使うことに関してあまり良くないイ

ジを持っているということは、農薬に対して「安

メージばかり持っていました。でも、お米を

全ではない」というイメージが多かれ少なかれあ

育てる際にヘリコプターで農薬を撒く話を

ると考えられ、私自身もですが、農薬に対する正

聞く中で、カメムシをどうしても駆除しなけ

しい知識、安全面についてもしっかり学んでいく

れば美味しいお米がとれないこと、人手不足

必要があると思いました。市では、県の基準の半

のことなどを知り、農家さんのご苦労や現在

分以下の農薬や化学肥料で栽培された「農都のめ

抱える問題なども知る機会となり、良かった

ぐみ米」の普及に取り組んでおられますが、認識

です。

がなかったので、そういう取り組みがもっと消費

実際に丹波篠山でも有機農業を知ってもら

者に、より身近に届くと良いなと思います。

う機会を得るためのイベントや販売会など

また、丹波篠山市は農林業関係の補助や、技術面

が開催されていることを知り、また利用して

のサポートも充実していますが、新規就農される

みようと思いました。また、私のように求め

方が、より長く篠山で農業を続け、生活にもなじ

ていても情報が行き届いていない場合もあ

めるよう、地域、集落ごとのサポートも必要では

るので、周知していただく工夫も必要かと思

ないかと思いました。

いました。

丹波篠山市では、あらゆる分野への男女共同参画を進めるために、平成２４年１２月に「第２
次篠山市男女共同参画プラン（フィフティプラン）」を策定しました。
現行のプランの進捗状況の検証と第３次プランの策定にあたり、より現状に即した実効性のあ
る施策を展開するため、家庭、職場、地域などにおける丹波篠山市の実態や意識を把握し、プラ
ンに反映させるためのアンケートを実施しています。対象者は市内に住所を有する１８歳以上の
方の中から無作為抽出で選ばせていただき、９月下旬に調査票を郵送しております。
回答期限を１０月３０日（金）としておりますが、提出がまだの方は趣旨をご理解のうえご協
力いただきますようお願いいたします。
※期限が過ぎてもご提出をお願いいたします。

夫・パートナーからの暴力やセクシュアル・ハラスメントなど、女性をめぐる様々な人権問題
について電話相談に応じます。
相談電話番号
０５７０－０７０－８１０（全国共通ナビダイヤル）
日
時
令和元年１１月１８日（月）～１１月２２日（金）
午前８時３０分～午後７時まで ※時間延長
令和元年１１月２３日（土）・１１月２４日（日）
午前１０時から午後５時まで
※閉庁日に対応
相
談
員
人権擁護委員、法務局職員
相 談 方 法
電話相談のみ。無料。秘密厳守。
問 合 せ 先
神戸地方法務局人権擁護課
TEL ０７８－３９２－１８２１（内線３４５）

