
下 口 市 男 セ 共 同 参 画 情 報 誌 2013419発行

″

.r´

~~  ~ヽ
4旺

|____、

～ _´______´
=~・

発行 :下田市役所企画財政課  編集協力 :男女共同参画社会の実現を目指す市民懇話会

電話 :22-2212 FAX:22-3910 E― 4ヽAIL:kikakuOcit/shlmoda sい izuoka irl

r 
‐~              ~ヽ

第30看

由印 tびI 男性の抱える様々な悩みはありませんか?
男なら、家族のために頑張るのが当たり前…。男のくせに、弱音を吐くなんて…。

知らず知らずのうちに身についているそんな価値観を、そろそろ見直しませんか?
ス トレス社会に生きる男性のまわりには、様々な悩みがあると思いま九

一人で悩むより相談してみませんか ?
自分の生き方、家庭の問題、仕事や健康の悩みなど、

あなた自身が解決の糸口を見出すための相談があります。

◎男性欄談各種

11■ 012)279-338(フ リーダイヤル)

畿相談日時 243害間対応 通話料無料

※1日約2万件の電話があり、つながるまでに

時間がかかる場合もあります。

◎あれ 男性相談 (専門の男性相談員が対血

TEL 054-2727880
鰺相談日時 毎月第 1。 3土曜 午後1時～5時

※5月、1月の第1主躍日は開催しません。

TEL α5〔32B〔 も60(伊豆)

議相談日時 月～金曜 午前8時 30分～午後5時

※休日・夜間は「いのちの電話Jへ自動転送

◎落ち着もヽて欄談七するため|こ

TEL αИ -2487330(開催前日までに予約

機相談日時 毎月第3火躍日 午後 1時～3時

議相談場所 静岡市女性会館 アイセル21

まず静かに電話ができ

る場所へ移動する

手元にメモ帳とペンを

用意する

相談したいことの要点

をメモする
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深 呼 吸 して 電 話 をか け る

☆お茶やコービーを手元に置く

とさらにリラックスできます



滋 η洗残′ 静岡県男女共同参画白書ダイジエスト(平成24年度版)

今回は、静岡県男女共同参画白書の中から静岡県の男女共同参画推進の指針である「第2次静岡

県男女共同参画基本計画 (計画期PB5:平成23～ 32年度)」 に掲げる3つの方針に基づいて、そ

の現状をご紹介します。

方針 i

男女の人権を尊重し多様な生き方が選択できる土壌づくり

基本的施策

1男女共同参画社会の実現に向けた制度・慣行の見直し、意識改革の

推進

2男女の人権の尊重及び男女平等の推進に関する教育・学習の充実

3男女間の暴力及びセクシャル・ハラスメント等の根絶に向けた取組の

促進

「男は仕事、女は家庭Jとい粥 J役割分IBlこ関する意識/男女別の状況(県 )
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☆静岡県では役害J分担意識にとらわれない男性の割合を、平成2弊度末まで

に
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%以上にすることを目標にしています。
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方針 ‖

誰もが安心して暮らす

基本的施策

1男女が共に子育てや介護等にJ

整備

2男女の健康の保持・増進に向lカ

3生活上様々な困難を抱える人が

育児休業の取1

IUo

り|

10

70

t,

:J

★男性の育児休業取得率は増力]スピート

います
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☆下田市において待機児童はおりませる

すると増力]しています.
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:体的に関わることができる環境の

1支援

安心して暮らせる環境の整備

手率の推移 (県 )
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よ 県丙の状況は平虎 3年度と比較

毎年 男女共同参画白言が公表

されているんだね.

静岡県男セ共同参面白書ってなに?
「静岡県男女共同参画白書」とは、静岡県男女共同参画推進条例に基づき

作成される年次報告書であり、静岡県における男女共同参画の状況や施策

の実施状況を県民の皆様に広くお知らせすることを目的とするものです。

方針Ⅲ

元気で活力のある社会づくり

基本的施策

1政策や方針を決定する過程への女性の参画拡大に向けた取組の

促進

2男女が共に能力を発揮できる就業環境の整備

3国際社会及び地域社会の一員として行う活動への参画支援

4地域の課題解決に向けた実践的な取組の推進

阿 A会長・自治会長に占める女性割合の推移 (県 )
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Jヽ 中学●PTA会長 県目損値 7',

自治会長 県目FI直 21
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「        曼1司
☆平成4度 の下田市では、中学校PTA会長として 1名女性の方がおられ

ました。女性の自治会長 (区長)は 0名でした。

年齢階級別労働力率の推移 (全国・県)
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☆女性の年齢階級局J労働力率は、わ ～
"歳

代を除いた年齢層で全国より高い

ことが特徴です。
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θ 男女共同参画社会づくり宣言事業所

◎「男女共同参画社会づくり宣言」推進事業とは ?

静岡県内にある事業所や団体等が、ワーク・ライフ・バランス (仕事と生活の調不□)の推進や女

性の参画拡大などに取り組むことにより、誰もよ その個性と能力を十分に発揮できる就業環境の

整備等が促進されることを目的に、男女共同参画社会づくりへの取り組みを支援する事業です。

◎具体的な事業内容

・静岡県内事業所・団体の男女共同参画社会づくりに関する取組を宣言という形で進めます。

・宣言事業所 。団体に、「登録証」を発行し讀す。

・宣言内容や事業所・団体の紹介を県のホームページや広報誌等に掲載 します。

・先進的な取組事例や研修会の開催などの情報提供をします。

・宣言事業所 。団体向けの講座やセミナーを実施します。

・社内研修会等をP‐B催する場合、申請して認められれば、講8Π謝金を最大3万円まで補助します。

◎対象となる事業所・ 団体

静岡県内に所在する事業所・団体であれば、規模は間いません。

また、具体B・」な宣言の手続きにつきましては、企画財政課までお間い合わせください。

◎下田市内の宣言事業所一覧 (201341現在 )

313

公序良俗を基本理念とした良好な人間関係と健康で明るい職場作りを目指す。

伊豆太陽農業協同組合  8'i霧菫事生3鵠』∫基薩百弁塁ξ第爵ξttF薔】低減に努める。      。。357
③ 女性職員の比率向上に努める。

⑬ 聖愛福祉会稲生沢保育園 :農妻輩
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を注い節 きます。
2∞&02

従業員の働きやすい環境づくり

女性力Ч動きやすい環境にします

時間外労働を肖1減 します

(有)ホテルいそかぜ

(福)春栄会

964

下口商工会議所

(株)ク ックランド

2009 0 11

482
男女がともに地域社会に果たすべき役割の

墨
現と職場における能力の向上、そ 201017

して活躍のできる鵬 環境づくりに努めます。

』Zttζ ttZ`そ童ゴ彙者拿舎8尿警絶量総璽資230響奸旱醤菫

`ま

晨、
総 201076

1錯量≧僣I嘗色機史雰響言を履薦刷2倉:、量事Fす
く個性と能力を発揮でき 201321

年次有給林暇の取得を推進してゆきます。

女性の能力が発揮できるよう、従業員の意識改革を行ないます。

働きやすい環境づくりの調査研究を行ないます。

2013 2 7河津建設 (株 )

※男女共同参画情報紙「ハーモニー」へのご意見、ご感想を募集しております。

下田市役所企画財政課企画調整係までご連絡ください。

電話 10558 22 2212 FAX:0558-22-3910 E‐mJ:膊 kaku@dty smmOda s‖ zuokaJp
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