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担当者 八百野
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㈱サンフレッチェ広島及び「誰もが快適な生理を」プロジェクト（主催:㈱Ｇ-Place）
から生理用品の寄贈を受けます.
【寄贈式】８月３日（火）14 時～

場所：県庁北館第１会議室

１

趣旨
株式会社サンフレッチェ広島と，
「誰もが快適な生理を」プロジェクト（主催：株式会社Ｇ
-Place（ジープレイス））から，社会貢献活動として，経済的理由などで生理用品の購入に困難
を生じている女性の支援のため，県に生理用品を寄贈いただくことになりました。
ついては，次のとおり寄贈式を行いますので，ぜひ取材くださいますようお願いします。
なお，寄贈を受ける生理用品は，㈱Ｇ-Place が実施したクラウドファンディングにより集
まった資金を基に準備されたものを㈱サンフレッチェ広島が提供を受け，女子プロサッカー
チーム「サンフレッチェ広島レジーナ」を通じ，支援を必要とする方のため寄贈されるもの
です。
広島県が，生理用品の寄贈を受け，配布を行うのは今回が初めてです。

２

寄贈式の内容

（1）日

時

令和３年８月３日（火）14：00～14：15

（2）場

所

広島県庁

（3）寄贈者

北館２階

第１会議室

・サンフレッチェ広島レジーナ

・㈱Ｇ-Place

かわしま

川島

はるな選手
©2021 S.FC

フェムテック事業チーム

「誰もが快適な生理を」プロジェクトマネージャー
（4）受納者
３

４

のぐち

としひで

野口

俊英氏

しんたく

いくこ

（川島はるな選手）

※野口氏はオンライン参加

広島県環境県民局長 新宅 郁子
（環境県民局は，男女共同参画に関する企画及び総合調整の所管部局です。）

寄贈品目
「ナチュラムーン」（生理用品）

16 個入り 240 パック

今後の対応

（1）配布場所・方法

相談機能を持つ次の機関等において，生理用品が必要なために来られた方へ配布します。
受け取った方が相談や支援につながることができるよう，相談窓口の一覧を同封します。
(別紙参照)
○エソール広島（広島県女性総合センター）…家族等，生活上の様々な悩みの相談
○広島県ひとり親家庭サポートセンター
…ひとり親家庭の就業等に係る相談・支援
○わーくわくママサポートコーナー（広島，福山）…離職した女性や再就職を希望する
女性への就職相談
（2）配布期間
令和３年８月４日（予定）～無くなるまで

㈱サンフレッチェ広島の概要
・本社：広島市中区大手町 1-4-14

上田ビル 2 階

せんだしんご

・代表者：仙田信吾（代表取締役社長）
・事業内容：サッカー事業（プロサッカークラブの運営等）

サンフレッチェ広島レジーナの概要
・概要：㈱サンフレッチェ広島が母体となり，令和２年 10 月 15 日に創設された，日本初の
女子サッカープロリーグ「ＷＥリーグ」に加盟する女子サッカークラブ（本年 9 月 12 日
開幕（予定））
・名前の由来：
「サンフレッチェ」は，毛利元就の「三本の矢」の故事にちなみ，３本の
「サン」と「矢」を表すイタリア語「フレッチェ」を組み合わせた造語。
「レジーナ」はイタリア語で女王を意味する。
・監督：中村伸，主将：近賀（きんが）ゆかり，選手：25 人，
ジー

プレイス

株式会社Ｇ-Placeの概要
・本社：京都府長岡京市（創業 1968 年）
やまなかとしかず

あ や べ えいじゅ

・代表者：山 中 利 一 （代表取締役会長），綾部 英 寿 （代表取締役社長）
・事業内容：自治体業務支援（ごみ有料化，環境分野業務システム開発），アグリビジネス，
ライフスタイル商品開発，発電所管理，エネルギー関連設備販売等

＜取材申込用紙＞
広島県環境県民局わたしらしい生き方応援課 望月宛 （FAX082-227-2549）
取材を希望される場合は，下記に記入の上，８月２日（月）12時までにFAXをお送り
ください。
貴社名（局・媒体名）
取材代表者お名前
参加人数

名

連絡先

会社代表電話番号：
当日携帯電話番号：

カメラの有無

スチールカメラ

掲載・放送予定

月
日（
紙面・番組名

台／ムービーカメラ

台／カメラなし

時から）

※記入いただきました個人情報は，本取材のみに使用いたします。

【取材に当たっての注意事項】
・ 新型コロナウイルス感染症対策として，発熱等の症状がある場合は，取材をご遠慮いただき
ますようお願いします。
・ ご取材時には必ずマスクを着用してください。
・ 受付に手指用の消毒液（アルコール消毒液）を用意しますので、必ずご利用ください。

相談窓口連絡先一覧表
女性の困りごとや心配なことを相談できる窓口です。
ひとりで悩まないで，ご相談ください。
相談内容
●家族・夫婦
●生活相談
●LGBT など

●ひとり親

連絡先・受付時間等

相談窓口・住所

〔一般相談〕082-247-1120
10:00～16:00（水・日・祝日・年末年始を除く)

エソール広島
広島市中区大手町 1-2-1
おりづるタワー10 階

〔LGBT 相談〕082-207-3130
10:00～16:00（毎週土曜日)(祝日・年末年始を除く)

★広島県ひとり親家庭
サポートセンター
（広島市中区幟町 3-57-2 階）

★西部こども家庭センター
(広島市南区宇品東 4-1-26)

082-227-2377
平日:9:00～17:00 土・日・祝日:10:00～17:00
夜間電話相談(火・木):17:00～20:00
（年末年始を除く）

082-254-0381 平日 8:30～17:15
〔女性・DV 相談専用〕082-254-0391

平日 8:30～17:00(＊)

●児童

★東部こども家庭センター 084-951-2340 平日 8:30～17:15
(福山市瀬戸町山北 291-1)
〔女性・DV 相談専用〕084-951-2372 平日 10:15～17:00(＊)

●DV

★北部こども家庭センター

0824-63-5181(内線 2310，2311) 平日 8:30～17:15
〔女性・DV 相談専用〕0824-63-5181(内線 2313)
平日 10:15～17:00(＊)
＊ 平日夜間 17:00～20:00 / 土・日・祝日（年末年始を除く）10:00～17:00
〔女性・DV 相談専用〕082-254-0399（3 センター共通）

(三次市十日市東 4-6-1)

わーくわくママサポート
コーナーひろしま
（広島市中区立町 1-20-3 階）

●就職

わーくわくママサポート
コーナーふくやま

●再就職

（福山市東桜町 1-21-1 階）

ひろしましごと館
（広島市中区基町 12-8-7 階）

警察〔警察安全相談電話〕
〔性犯罪相談電話〕
●防犯

（広島市中区基町 9-42）

082-542-0222
平日 8:30～17:15
(祝日・お盆・年末年始を除く)
0800-200-4515
平日 8:30～17:00
(祝日・お盆・年末年始を除く)
082-224-0121
平日 10:00～18:00
第 1・3 土曜日 12:00～18:00
〔警察安全相談〕082-228-9110 平日 8:30～17:15
または#9110
(祝・休日，年末年始及び
〔性犯罪相談〕082-222-1989
上記以外の時間は当直員が
または#8103
対応)

●性犯罪

●セクハラ
●マタハラ

●心の相談

性被害ワンストップセンター
ひろしま

082-298-7878
24 時間 365 日対応

広島労働局 雇用環境・均等室

082-221-9247
平日 8:30～17:15

（広島市中区上八丁堀 6-30）

県立総合精神保健福祉センター
〔パレアモア広島〕
（安芸郡坂町北新地 2-3-77）

082-892-9090
月・水・金 9:00～12:00，13;00～16:30
(祝日・年末年始を除く)

★広島市にお住いの方は相談機関が別になります。
※生活困窮に関するご相談は，お住いの市・町の相談窓口にお問い合わせください。
担当：広島県わたしらしい生き方応援課

TEL：082-513-2746

