
男女共同参画計画策定のための市民意識実態調査報告
第４次

　第４次男女共同参画計画策定のための市民意識実態調査を、市民 2,000 名の方を対象

に１月に実施しました。ここでは、調査結果の一部を報告します。ご協力ありがとうご

ざいました。

男女の地位は平等になっていると思いますか

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

家庭生活

6.7%

42.3%

31.4%

8.4%

1.4%

職  　場

10.6%

46.6%

22.7%

7.2%

1.4%

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであ
る」という考え方についてどう思いますか

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

わからない

4.4%

30.4%

31.6%

25.2%

6.6%

法律・制度

9.7%

35.0%

33.8%

6.5%

1.2%

回　答 回　答
あなたの職場では、男性が育児休暇を
取得しやすい環境だと思いますか

取得しやすい

どちらかといえば取得しやすい

どちらかといえば取得しにくい

取得しにくい

わからない

2.8%

11.2%

12.5%

27.5%

11.8%

※「無回答」を除いた数値を掲載しています。

独自の男女共同参画に関する取り組みをしている企業を　　  します独自の男女共同参画に関する取り組みをしている企業を　　  します募集
　独自に男女共同参画を推進している市内の企業を募集します。

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進や男女がと

もに働きやすい職場環境づくりの独自の取り組みなどを実施している

企業がありましたら、ぜひ男女共同参画推進センターふらっとまでご

連絡ください。（電話　04-2921-2220）

　今後発行する男女共同参画情報誌「ＳＵＮ（毎年３月、９月発行）」

にて紹介させていただきます。

右のコードは「音声コード」です。専用の「活字文書読み上げ装置」に読み込ませると、

情報を音声で読み上げます。視覚障害者など文字で情報を得にくい方にも音声で情報

を届けることができます。

情報を音声でも聞けます
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所沢市男女共同参画情報誌 所沢市男女共同参画情報誌 



ふらっとでは、子育て中の家族を支援する取り組みの一環として「赤ちゃんの駅」

を開設しています。外出時の授乳やおむつ替えなど、ぜひお気軽にご利用ください。

広告主を募集中です。
詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。

■開館時間：午前8時30分～午後9時30分

会議室

生活工房室

図書コーナー

商店街連合会
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相談室 相談室

吹　　抜

事
務
室研修室

活動スペースが欲しいあなたに朗報！！活動スペースが欲しいあなたに朗報！！
　男女共同参画推進センターふらっと（寿町 27-7 コンセールタワー所沢 2 階）は、平成７

年に県内初となる「女性センター」として開館しました。平成 16 年から現在の名称となり、

男女共同参画を推進するための拠点施設として位置付けられています。

　会議室、研修室、生活工房室、保育室が貸し出し可能です。

　所沢市、飯能市、狭山市、入間市の方なら団体でご利用いただけます。

※利用の詳細は、ふらっとへお問い合わせください。

ガス・調理台 4 台

設置の調理室です

男女共同参画に関

する図書が借りら

れます

少し懐かしいおもちゃ

がたくさんあります

定員 30 名の会議室です。小規模な

会議・研修などに利用できます

会議室

定員 50 名。

会議や講演会など

に利用できます

生活工房室 保育室研修室

図書・資料
　　コーナー



ふらっとの部屋ふらっとの部屋ふらっとの部屋
こんなふうに使える！こんなふうに使える！こんなふうに使える！

会議室（80㎡） 生活工房室（76㎡）

研修室（56㎡）

定員 50 名。会議や研修の

ほか、ヨガやバランスボー

ルなどの活動も可能です。

プロジェクターなどの設備

も無料で借りられますの

で、映像の上映もできます。

図書・資料コーナー
主に男女共同参画に関わる

図書とビデオ・ＤＶＤ、行政

資料の閲覧・貸出をしてい

ます。貸出は１回につき図書

３冊、ビデオ・ＤＶＤは２本

まで、貸出期間は１４日以内

です。貸出の際は、本人確

認できる書類を持参の上、

窓口にお申し出ください。

ガス・調理台４台を設置し

ている調理室。調理での使

用はもちろんのこと、フラ

ワーアレンジメントや絵画

などの水を使う活動もでき

ます。

定員 30 名。会議や研修の

ほか、英会話などの学習で

利用ができます。

保育室

子育て中のお母さんやお父さ

んが子どもを預けて、ふらっ

との講座等を利用できます。

ふらっと新着図書の紹介ふらっと新着図書の紹介

「うつヌケ 
　　うつトンネルを抜けた人たち」
田中圭一 著　　　 角川書店

　
著者自身の体験をベースにうつ

病からの脱出に成功した人をレ

ポートしたドキュメンタリーコ

ミック。

うつ病について

実体験から知識

を学べ、かつ悩

みを分かち合い

勇気づけられる

一冊。

【お知らせ】

平成３０年４月より、図書・

資料コーナーの一角に「所沢

商店街連合会」が移転します。

施設利用にあたって

　利用は有料です。（施設利用に際しての保

育室貸出は無料となります。）

　利用前に所定の利用許可申請書を提出し、

予約してください。申請は利用日の属する月

の 1 ヶ月前の初日からで、初回に限り、名簿

等の提出が必要です。

　その他詳細はふらっとまでお問い合わせく

ださい。

　なお、営利を目的とした

利用はできません。

◇ 使用料（1区分）
会議室（50名まで）
研修室（30名まで）
生活工房室（調理台使用）

生活工房室（調理台使用無）

300円
300円
600円
300円

◇ 区分
第1区分
第2区分
第3区分
第4区分

第5区分

第6区分

午前 9 時~午前11時

午前11時~午後 1 時

午後 1 時~午後 3 時

午後 3 時~午後 5 時

午後 5 時30分~
　　　午後 7 時30分

午後 7 時30分~
　　　午後 9 時30分



ふらっと主催講座の開催報告

多様な性について考えて

みよう（11 月）

性的マイノリティなどの多様

な性を知り理解することの内

容でした

カラダにうれしい！家庭で

作れる！薬膳料理（12 月）

お正月におすすめなメニューの

「長芋のきんとん」はみなさん参

考になったようです

率直な表現を身につ

けませんか！（１月）

コミュニケーションの

向上を学 び、対 等・平

等な人間関係をつくる

ための内容でした

ワンランク上の

自分になるメイ

クアップ（２月）

ベースメイクからポ

イントメイクまでを

学び、グループに分

かれて実践しました

学習機能の一つとして講座を行っています。

みなさんの参加をお待ちしております。

レシピはこちら ➡

ふらっとでの相談事業が変更になります

秘密は厳守します。

無料です。

女性の悩みごとに応えます。

夫や恋人からの暴力・・・家庭や職場のトラブル・・・生き方・・・体のことなど・・・

ここでは、平成 30 年度からの相談事業について紹介します。

月・水・金・土曜日：午前 10 時～午後 4 時

（直通電話）04-2921-2333

☆ 何でも聞きます相談

☆ カウンセリング

※ふらっとの法律相談は平成 30 年 3 月で終了します。

今後の法律相談は市役所市民相談課をご利用ください。

☎ 電話相談　　         

水曜日：午前 10 時～午後 4 時

第 1・３・４火曜日 ：午前 10 時～午後 4 時

　　　　第２火曜日：午後 2 時～午後 8 時　

　　　　第４金曜日：午前 10 時～午後 4 時
　　　　　　　（平成 30 年 4 月から増設します）

カウンセリングの予

約状況は市ＨＰから

も確認できます

電話相談以外は、事前予約が必要です。 （予約電話）04-2921-2220

ふらっと

　相談案内

（市民相談課）04-2998-9092

　昨年の11月16日、17日に市役所ロビーで、「女性に対する暴力をなく

す運動展」を開催し、パープルリボンキルトを展示しました。

　たくさんの方にパープルリボンをキルトに付けてもらい、女性に対

する暴力根絶をアピールしました。

　市民の方から、「パープルリボンを初めて知った」とい

う声もありました。

　みなさまにパープルリボンを知ってもらえるように

引き続きアピールしていきます。

パープルリボンキルト2017完成！

□発行／所沢市経営企画部企画総務課　男女共同参画室／平成30年3月


