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 ● 2017 年度通常総会報告 

   総会記念講演 

     みんなで考えよう、避難所作りのワークショップ 

        ～男女共同参画の視点で～ 

 

  ● 尼崎市女性センター・トレピエ 

    2017 年度男女共同参画週間事業「防災・復興に男女共同参画の視点を」 
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≪2017 年度通常総会報告≫                                  
       開 催 日：2017年 5月 28日(日)10時～12時 

       開催場所：尼崎市女性センター・トレピエ 

◆2016 年度の総括 

 2016年度は尼崎市女性センター第４期指定管理(2015年４月１日～2020年 3月 31日)の 2年目だった｡この 5年間

の基本方針は｢地域とともにある女性センターをめざして｣と打ち出しており､さらに 2016 年度の重点課題は､「女性の就労

継続支援」であった｡女性が働き続ける事への不安や足かせとなることなどについて、問題整理や課題解決のための講座

に重きをおき、就労継続の不安を軽減する両立支援セミナー、起業セミナー、男性・子どもの生活自立支援講座、就労体

験事業や相談事業、若年女性や経済的に困窮した女性に対象を絞った連続講座など 22講座実施した｡ 

また､201７年度の重点課題となる「防災・復興に男女共同参画の視点を」にも取り組んだ｡その他、相談事業から抽出し

た課題解決のためのセミナーやグループカウンセリングなど男女共同参画のための講座等を開催した。新規事業としては

園田学園女子大学つながりプロジェクトの必須科目授業を受け持ち地域連携の拡大に大きく貢献することができた。指定

管理者自主事業として運営を行っているカフェ・トレピエは、就労体験者の受け入れや、ワンテーブルショップで起業の場

を提供するとともに、女性センターの賑わいにも大いに貢献している｡ 

これら事業の実施においては、行政･市民団体･企業を問わず共催･協働が昨年度にまして進み、それぞれの特性を活

かした多様な事業を実施することができた｡ 

施設管理面においては､より安全で快適な施設運営を職員全員で心掛け、窓口業務の市民サービスに努め、多目的ト

イレの改修や施設老朽化に伴う様々な工事を迅速に行った｡ 

今年度から事業評価(自己評価)システムの一環として、外部委員による評価も取り入れ、この 1 年間開催したすべての

事業のブラッシュアップも図った。 

 以上の結果､今年度も市の指定管理評価すべての点でＡ評価を受けることができた｡ 

 法人独自事業は､市制 100 周年事業として白井前尼崎市長を講師に迎え開催した「女性が活躍するまち あまがさき」を

はじめとして、｢女性への就労支援と女性センターの役割｣｢ジェンダー視点でアート鑑賞」「防災・お母さんの心がまえ」に

ついて学ぶ事業を行った。今後もこれらの課題については法人としての取り組みを続けていく予定である｡ 

 

2016 年度実施の尼崎市女性センター・トレピエー事業（主催・共催） 
内 容 実施月・回数 内 容 実施月・回数 

DV 被害に遭った女性のための気づきと回復の

講座 5～12月 15回 

女性のための学び直しパソコン講座ワ

ード・エクセル・エクセル夜間コース（指

定管理者自主事業） 

5，6月 

10～12月 

計 48回 

子どもを預けて読書でリラックスタイム 4～3月 12回 
  

男女共同参画週間事業 

性暴力被害者支援を考える～性暴力救援セン

ター・大阪 SACHIKOの取組～ 

6月 25回 
弥生会計実務検定初級講座 

（指定管理者自主事業） 

1 月全 4 回（8

コマ） 

ハートフルシネマ 人権啓発巡回映画会 

「ここから歩き始める」（共催） 
7月 14日 

調剤事務管理士資格取得講座 

（指定管理者自主事業） 

5～7月全 10回

（10コマ） 

ツボミスクール 成長期の女の子のからだを

知ろう＆防災・防犯デコホイッスル作り（共催） 7月 16日 
介護事務管理士資格取得講座 

（指定管理者自主事業） 

9～11 月全 15

回（15コマ） 

男女共同参画市民企画講座 

「女性の活躍 百年史～朝ドラの女性 

たちを手がかりに～」（共催） 

8月 20日 
FP技能士 2級資格取得講座 

（指定管理者自主事業） 

9～1月全 15回

（30コマ） 

働く母親を応援する男性・子どもの生活自立支

援「パパといっしょにクッキング！」（共催） 
8月 20日 

出張！女性のための働き方セミナー 

働く女性のための時間管理術 

（共催） 

6月 2日 

アートセラピーによる心の解放（共催） 9月 10日 
第 10期個別就労相談付き自立をめざす

女性のためのパソコン基礎講座 

７，8月 

全 7回 

男女共同参画の視点を持った情報誌づくりセ

ミナー 
9～10月 4回 尼崎市しごと塾 （共催） 

10月  

 全 5回 
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保育に携わる人のスキルアップ講座 10～11月 4回 立ち向かおう！小１の壁 10月 22日 

じんけんスタディツアー「こどもの人権」～DV

家庭で育つ子ども～（共催） 
10月 28日 

就活応援！メイクアップ講座 

～第一印象って大切～（共催） 
10月 26日 

ハートフルシネマ 人権啓発巡回映画会 

「光射す空へ」（共催） 
11月 29日 ふきとばそう！育休復帰の不安 10月 29日 

ジェンダー＆アートツアー「ヴェネツィア・ル

ネッサンスの巨匠たち」（指定管理者自主事

業・再掲） 

1月 7日 
男女共同参画市民企画講座 

Happyに働こう！（共催） 
11月全 3回 

私は私、わたしの人生を生きる～母との関係に

悩むあなたに～ 
1月 2回 正社員を目指そう！ 11月 24日 

集まれ！いくじぃセミナー～牛乳パックでお

もちゃ作り～ 
2月 24日 女性のための起業準備セミナー 12月全 2回 

防災・お母さんの心がまえ（指定管理者自主事

業・再掲） 
2，3月 2回 

第 11 期個別就労相談付き自立をめざす

女性のためのパソコン基礎講座 
2～3月全 5回 

あまがさき女性フォーラム（共催） 

①3ワークショップ 

②映画上映会 

11月  1日間 
仕事と子育て両立したい女性を応援 

おしゃべりカフェ 
2月 1回 

あまがさき女性フェスティバル（共催） 
 

3月 2日間 

就活応援！メイクアップ講座～より自

信を持って面接に臨む～（共催） 
2月 28日 

地域連携講座事業 

・デート DV出前講座 

・男女共同参画の視点を持った防災・減災出前

講座 

・園田学園女子大学地域連携 

・その他機関との連携事業 

 

5か所 

5か所 

 

通年 30コマ 

チャレンジひろば運営 

チャレンジ相談 月 4回 

ハローワーク尼崎マザーズコーナー出

張職業相談 月 1回 

就労体験 随時受け入れ 10人 

4～3月 

男女共同参画情報誌｢フェミナル｣発行 

情報資料室の運営、ＨＰ更新 

女性のための相談室運営 

ギャラリー展示 

一時保育 

10月、3月 

4～3月 

就労体験カフェ運営（指定管理者自主事

業） 

 ワンテーブルショップ開設 

 おしゃべりカフェ 

 カフェブログ更新 

4～3月 

 

（特活）男女共同参画ネット尼崎 主催事業 

内  容 実施月・回数 内  容 実施月・回数 

総会記念講演会 

「女性への就労支援と女性センターの役割」 
5月 １回 

ジェンダー＆アートツアー「ヴェネツィ

ア・ルネッサンスの巨匠たち」 
1月 1回 

尼崎市市制 100周年事業「めざそう！女性が活

躍するまち あまがさき」 
10月 1回 防災・お母さんの心がまえ 2，3月 2回 

＊その他：ホームページの更新／参画ニュース発行３回／女性のための NPO・起業相談など実施 

 

◆2016 年度活動計算書                （2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日）単位 円 

科    目 決 算 額 科    目 決 算 額 
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I 経常収益 

  1. 入会金  

  2. 会費 

  3. 寄付金 

  4. 助成金等 

  5. 事業収益 

  6. その他収益 

  経常収益計 

 

Ⅱ 経常費用 

  1. 事業費 

 (1)人件費 

  (2)その他経費 

  事業費計  

  

 

5,000 

250,000 

109,000 

140,000 

56,907,521 

155,459 

57,566,980 

 

 

 

21,055,345 

28,864,801 

49,920,146 

 

 2.管理費 

 (1)人件費 

 (2)その他経費 

 管理費計 

経常費用計 

 当期経常増減額 

 

Ⅲ 経常外収益 

Ⅳ 経常外費用 

  当期経常外増減額 

    税引前当期正味財産増減額 

  法人税、住民税及び事業税 

  当期正味財産増減額 

  前期繰越正味財産額 

  時期繰越正味財産額 

 

1,337,200 

4,158,321 

5,495,521 

55,415,667 

2,151,313 

 

0 

0 

0 

2,151,313 

427,300 

1,724,013 

6,374,952 

8,098,965 

◆2017 年度事業方針 
 

2017年度の尼崎市女性センター事業の重点課題は「防災・復興に男女共同参画の視点を」としている。昨年度から種ま

きとなるように出前講座等、指定管理者自主事業として進めてきたが、女性リーダー育成に向け本格的に力を注いでいく。

男女共同参画週間事業のテーマも「防災・復興に男女共同参画の視点を」を取り上げ、広く多くの市民に啓発していく仕

掛けとして、基調講演とともに講師と稲村市長の対談を行う。その他の啓発事業は、第 3次尼崎市男女共同参画計画に沿

って、さまざまな角度からの事業を展開していく。就労支援事業は、再就職や転職、起業など多様な働き方を支援する講

座や、資格取得講座、スキルアップ講座の提供に努めていく。また、男性や子どもの生活自立支援事業は、ジェンダーの

気づきを促し、女性の活躍の後押しにつながるセミナーを行う。昨年度から始まった園田学園女子大学つながりプロジェク

トは、今年度も引き続き授業を受け持つ。学部枠を超えた大学 2 回生 15 人が、男女共同参画の視点を持った防災・復興

を 1年間かけて学び、あまがさき女性フォーラムでワークショップを担当し、大学でも発表会をもち集大成とする。 

指定管理者自主事業であるカフェ・トレピエの運営については、対象者別のコミュニティカフェの回数を増やし、貸し切り

にできる時間帯で安心安全の場を確保し、ゆっくりお茶を飲みながら、それぞれが抱えている悩みの共有や情報交換がで

きるように女性センターならではの支援を行いエンパワメントをめざす。 

施設管理においては施設の安全を何よりも重視して運営する。施設整備について、今年度は情報資料室の充実と洋式

トイレの一部改修を予定している。 

法人独自事業は、男女共同参画事業として総会記念講演会「みんなで考えよう避難所作りワークショップ」、「女性と政

治・経済」をテーマとした講演会、子育て支援としてカフェを利用して絵本の読み聞かせ会。文化創造事業として「ジェンダ

ー&アートツアー」、「アートに挑戦しよう！（仮題）」、子どもの人権事業では今年度は子どもの発達障がいの問題をとりあげ

た講座を実施する等、女性センターと連携を持ちつつ、ＮＰＯとしての独自性を活かした事業の展開をめざす。 

 

◆第 2 部総会記念講座 

 テーマ： みんなで考えよう、 避難所作りワークショップ ～男女共同参画の視点

で～ 

 講 師： 尼崎市女性センター・トレピエ 事業コーディネーター 岩田さやか 

       「女性のニーズ・多様性への配慮のできる災害支援トレーナー養成講」

修了生 

 

 女性センターでは、防災・減災出前講座として避難所運営についてのワークショッ

プを行っています。2017年度は、市内幼稚園、地域団体等 5か所で開催しました。 

 

講座概要： 災害は、性別年齢関係なく平等にやって来るが、影響や結果は不平等であるという事実を、阪神・淡路大震
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災や東日本大震災、熊本大震災で起きていたことから紹介。2005年第 2回国連防災会議で「防災・復興に男女共同参画

の視点が必要」。2015 年第 4 次男女共同参画基本計画に、防災・復興における男女共同参画の推進が盛り込まれるよう

になった。南海トラフ巨大地震への備えとして、尼崎市では防災計画の見直しと、第 3 次尼崎市男女共同参画計画にも防

災・防犯等における男女共同参画の推進が盛り込まれた。 

 そこで、女性センターでは、多様性（乳幼児・女性・障害者・要介護者・性的マイノリティ・外国人等）に配慮した避難所運

営についてのワークショップを行い、平時から具体的な防災・防犯についての計画やマニュアルづくりへの理解を広げて

いる。 

 例えば、突然の大地震発生から３時間後、どんな問題が起きて来ているか。発災後 3 日目の避難所で起きてくる様々な

問題についてどう対応するか。など、シュミレーションしながら、ひとりひとり

が避難所運営のリーダーなったつもりで考え、みんなで話し合うといった作

業を通じて、男女共同参画の視点を持った避難所運営を理解してもらうこと

に努めている。そして、女性リーダーの育成も重要である。（内田 記） 

 

≪尼崎市女性センター・トレピエ 2017 年

度男女共同参画週間事業≫ 

防災・復興に男女共同参画の視点を 

～基調講演と稲村和美市長対談「これからの地域防災活動」～ 
 

 

尼崎市女性センター・トレピエ 事業コーディネーター 岩田さやか 
 

7 月 2 日（日）に尼崎市女性センター・トレピエ 2017 年度男女共同参画週間事業 防災・復興に男女共

同参画の視点を 基調講演と稲村和美市長対談「これからの地域防災活動」を開催しました。減災と男女共

同参画研修推進センター、早稲田大学「地域社会と危機管理研究所」招聘研究員の浅野幸子さんをむかえ、

防災について考えました。 

定員 60 人をはるかに超える 94 人の参加がありました。園田学園女子大学のつながりプロジェクトで参加

した学生や、看護専門学校生など、若い世代の参加も多くみられまし

た。 

 浅野さんの基調講演では、東日本大震災や熊本地震の避難所で実際

に起こった事例(妊娠中の女性の困難や、介護を必要としている方な

ど)を、写真とともに紹介し、生活者の視点、女性の視点、男女共同参

画の視点が、いかに防災・復興に必要であるかを学びました。 

後半は、浅野さんと稲村和美市長の対談でした。22 年前の阪神・淡

路大震災は、ボランティア元年と言われましたが、なんと当時、大学

ボランティアとして一緒に活動をしていた浅野さんと稲村市長！そん

なお二人が、地域防災活動についてなごやかに意見交換をしました。先駆的な防災活動をしている地区の取

り組み事例なども、数多く紹介されました。 

尼崎市内で熱心に防災に取り組んでいる防災士や市民の方も多く参加されていましたので、今後の尼崎市

の課題についても質問が飛び、活発に討論がなされました。 

 

男女共同参画週間に合わせ、ブックフェアとギャラリー展も開催しました。防災グッズや、阪神・淡路大
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震災やジェーン台風等の尼崎市の災害記録写真展を、みなさん熱心に見ていました。(写真展協力 尼崎市危

機管理安全局災害対策課） 

 

2017 年度の尼崎市女性センター・トレピエ事業の重点項目は、「男女共同参画の視点を持った防災・復興」

です。東日本大震災から 6 年、熊本地震から 1 年、先月も福岡で大雨による土砂災害が発生し、その後も日

本各地で地震や水害が続いています。尼崎市も他人事ではありません。「もしも」の日に備えて、これから

も事業を展開していきます。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。 

   

 

 

 

夏から秋の講座・セミナーのご案内 

     

 講座名・内容 開催日 受講料 保育 

 

読書でリラックスタイム 
毎月 1回 第 3水曜日 
10:00～12:00 

無料 あり・無料 

DV被害に遭った女性のための 
気づきと回復の講座＆語り合い 

5 月 10 日～12 月 13 日 第 2・4
水曜日全 15回 10:00～12:00 

講座１回 500円 
語り合い・無料 

あり・無料 

みんなのサマーセミナー 
「防災・防犯デコホイッスルづくり」 

8月 5日（土）双星高校 材料費 150円 ― 

おしゃべりカフェ（起業） 7月 30日（日）10:00～12:00 無料 あり・無料 

地域防災を男女共同参画の視点で点検してみよう 7月 30日（日）13:30～16:00 無料 あり・無料 

女性の防災リーダーを目指そう！育てよう！ 8月 6日（日）13:30～16:00 無料 あり・無料 

働く女性応援 
キッズクッキング＆ママリラックス 

8月 19日（土）10:00～13:00 無料 あり・無料 

成長期の女の子のからだを知ろう 
ツボミスクール＆タオルポーチ作り 

9月 2日（土）10:00～12:00 材料費 108円 あり・無料 

人権スタディツアー 
ＬＧＢＴを知ろう 

10月 17日（火）13：30～15：30 無料 あり・無料 

家庭向け防災講座 10月 21日（土）9：30～12：00 無料 あり・無料 

市民企画講座「知的障害疑似体験ワークショップ」 10月 28日（土）10:00～12:00 無料 あり・無料 

女性対象 しごと塾 
11月 22・24・28・29・30日 
12月 1日 10:00～16:00 

無料 あり・無料 

2017あまがさき女性フォーラム 11月 26日（日） 無料 あり・無料 

市民企画講座「マインドフルネス」 12月 1日（金）18:30～20:30 材料費 あり・無料 

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
・
資
格
取
得
講

座 

医療事務管理士資格取得講座 
9月 10日～2018年 1月 14日（日）
全 18回 9:30～12:30 

52,000円 あり・無料 

女性のための学び直し 
パソコン講座ワードコース 

各コース（土）13:30～17:30  
入門 11月 18日、25日 
初級 12月 9日、16日 
中級 1月 13日、20日 
応用 2月 3日、10日 

1コース 
6,400円 

※複数コース受講

で割引あり 

あり・無料 

女性のための学び直し 
パソコン講座エクセルコース 

各コース （火・木）18:30～20:30  
入門 11月 14日～28日 
初級 12月 5日～14日 
中級 1月 9日～18日 
応用 1月 30日～2月 8日 

1コース 
6,400円 

※複数コース受講

で割引あり 

あり・無料 

女
性
相
談 

女性の悩み相談（専用☎6436-8636) 
電話相談（水･金･土） 面接相談
（火･木） 
法律相談 第 1･2木曜・第 3土曜 

無料・要予約 あり・無料 

就労・起業相談 
第 1 水曜日、第 3 土曜日、第 4
木曜日 

無料 あり・無料 

ハローワーク尼崎マザーズコーナー 
出張職業相談 

第 3金曜日 12:30～15:00 無料 ― 
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   ＊＊おねがい！！＊＊        
特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎は、男女平等推進

や子どもの権利尊重をテーマに活動を行っています。ぜひ、活

動趣旨に賛同いただき、会員になってください。 

 

<ご寄付いただいた方々> 

 騰和美さん、村田秀子さん 

＜法人沿革＞ 
2003年 10月  ＮＰＯ法人格取得 
2004年 7月  指定管理者として尼崎市女性センター 
 ～現在     の管理運営を行なう（第 4期） 
2008年 1月  子育てキーステーション開設 
～2012年 3月 子育て支援活動を行なう 
＜会費＞ 

正会員：入会金 1000円  年会費 3000円 
賛助会員：個人 1口 2000円／年  

団体 1口 5000円／年 
郵便振替 00920-1-268479 
 特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎 

発行日  2017年 7月発行 
発行者 
 特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎 

 尼崎市潮江 3-4-18 ℡06-6499-5486 

   http://sankakunet-amagasaki-npo.com/ 

 


