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介護保険も、男女共同参画も 

高岡市福祉保健部理事・次長  太田
お お た

 真由美
ま ゆ み

 男女平等・共同参画課が女性行政室という

課名だった頃、在籍していました。 

10 年も前のことで、男女共同参画という

言葉が、とても耳新しかったことを憶えてい

ます。なにしろそれまでは、女性行政であり、

女性プランであったわけですから。 

 福祉の分野でいえば、介護保険制度ができ

る前、いわゆる老・老介護の問題が言われて

久しい時期であり、介護を社会全体で支える

制度が待望されていた頃です。 

平成 12年 4月、介護保険制度がスタート

し、介護が保険給付として提供される仕組み

が整いました。今、介護保険という言葉は誰

でも知っており、すっかり定着した感があり

ます。介護は利用するものというように意識

は変化しましたが、介護について職場で、家

庭で、地域で男女の共同参画は進んだのでし

ょうか。 

 

高岡市男女平等推進プランでは、「男女が安心

して介護と仕事等ができる環境の整備」、「男女

で担う家庭生活の推進」等を掲げ、様々な施策

を実施しています。 

 今、介護保険利用者のうち約7割は、デイサ

ービスなどの居宅サービス利用者です。当然の

ことながら、介護保険で日常の介護のすべてが

賄われるわけではなく、家族の介護や、地域の

支援が必要です。  

介護保険制度が整ったからいいというのでは

なく、介護保険の活用とともに、家庭、地域の

介護力、介護の共同参画が重要です。 

 高齢者世帯である我が家も、さらに共同参画

で家事力、介護力のアップを図らなければ、と

痛感しているこの頃です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 離婚時の年金分割制度  
2007年 4月何がどうかわるの？

歩こう高岡！魅力再発見！！  

10月 15日（日）9:30～11:30 

高岡市民体育館前集合～高岡大仏前解散 

 

講 師：万葉を愛する会  

理 事  尾竹睦子さん 

夫婦の 2007年問題 
～熟年離婚が騒がれているけれども～ 

 

 

秋晴れのもと、古城公園から
高岡大仏、ぽんぽん山までゆっ
くりウオーキング。知っている
ようで知らなかった高岡の魅
力を再発見しました。 
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

講 師：社会保険労務士  

廣澤加代子さん 

 人生 80年！熟年世代に贈る“生き方”のヒント 

 

おとうさん、おじいちゃんと一緒♪  

わくわくクッキング 

本場中国直伝―ぎょうざづくりに挑戦！ 

 2007年4月からスター
トする離婚時の年金分割制
度のしくみについて年金の
基本的なことがらを含め、
わかりやすく説明していた
だきました。 
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

 定年退職後の男女の生き
方についてワークをとおし
て考えました。自分自身を
見つめ、これからの人生を
ポジティブに生きるヒント
が満載の講座でした。 
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 
富山から考えるー歴史をつくる女性たちー
企画：彼谷 環さん 

富山の女性って本当に強いの？近代史にみる女性の生き方 

11/17（金）19:00～20:30 講師：富山国際大学 教授 高成玲子さん 

教育に一生を捧げた女性～津田梅子とモンテッソリ～ 

11/24（金）19:00～20:30 講師：富山国際大学助教授 福島美枝子さん

10月 19日（木）13:30～15:00 会議室C

10月 26日（木）13:30～15:00 会議室C 

11月 19日（日）10:00～12:30  キッチンサロン 

 
講師：野原 恵美さん 

近代日本における女性
の社会参加の歴史を振り
返り、女性たちはどのよ
うな「想い」を胸に夢を
現実へと導いていったの
か？近代女性の生き方を
学びました。 

男はつらいよ！？
企画：富山県男女共同参画推進員高岡連絡会

11月 18日（土）13:00～17:00 会議室C 

Step1.男の本音ぶっちゃけワーク 
Step2.こんなんやらんまいけ 

 

中国の長春出身で高岡市在住の
野原さんを講師に迎え、お父さん
or おじいちゃんと子ども（年長～
小 6）ペア 10組がぎょうざづく
りに挑戦しました。  
 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 －感想ー 
・ぎょうざを包むのが難しかった。でも、
 がんばって包むと簡単だった。 
・日々、子どもたちとゆっくりする時間
もなかったが、親子で何か１つのもの
を作りあげることができた。・・・etc

 不景気、リストラ、鬱・・・中高年男性の
自殺者が年間３万人以上と言われています。
「男は何に悩み、苦しんでいるのか？・・・」
ワークショップから男の本音を探り、誰もが
暮らしやすい社会について考えました。 
 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 

期 間：11/12（日）～25（土） 
場 所：ウイング・ウイング高岡6F サロン 

センター相談室では「女性に
対する暴力のない社会に」とい
う願いをこめて、特大 T シャ
ツにリボン（DV根絶のシンボ
ルのパープルリボン）をつけて
もらうパープルリボンプロジ
ェクトを６F サロンで開催し
ました。 
 ・・・・・・・・・・・・・ 

また、若者を対象にリーフレッ
ト「デートDVを知っています
か？」を作成し、市内の高校2
年生全員に配布し、DVについ
ての意識啓発を図りました。 

パープルリボン 

プロジェクト 

講師：男女平等推進センター 

所長 野 村 乙 美 

 

 

 

※DV とは、親密な関係

にある者に対して身体

的・精神的・性的・経済

的暴力を繰り返し、支配

することをいいます。 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

 



 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル 内 容 受賞者（ﾆｯｸﾈｰﾑ） 

家 庭 

 理想の子ども 

よく子どもに「早く起きなさい」「元気に挨拶しなさい」「勉強もスポーツ

もがんばって」など、よかれと思って色々言うけれど、言っていること全

て満たしている子どもを想像してみて！・・・・・（中略）毎日そんなの無

理だって！まずはその子そのままを受け入れて！ 

moosan 

地域・学校 

大好きな i さん 

私の家の畑を手入れしている iさんは、たぶん70歳をこえているおばあ

さんですが・・・・・・（中略）野菜の名前、虫の名前、子育てアドバイス。

親子共々お世話になりっぱなしです。i さんのような人がいっぱい子ども

側にいる環境が出来ればいいなと思います。 

アルルン 

職 場 

お母さんだって 
泣きたい！ 

娘から、着信あっても帰れない。 

たまにはさ、お父さんにも電話して！ 
夢は専業主婦 

 

 

日 時：12月 14日（木） 午後 ２時～ ４時 
場 所：ウイング・ウイング高岡６F 男女平等推進センター 
講 師：横山 智恵子さん 
定 員：20名（先着順） 
持ち物：ハサミ・材料費1,500円 
申込み：男女平等推進センター相談室 
    ０７６６－２０－１８１１ 
託 児：１歳以上就学前のお子さんを託児希望される方は、 

12月６日までにお申込みください。 

簡単クラフトできりりと 

   新しい年を迎えよう 

  （コケ玉を使ったお正月アレンジメント） 

 

   

表彰式・式典イベント 11月 4日（土）14:30～17:00  

女性のためのコミュニケーション講座 

～私らしく生きていくために～ 
●企画：ｸﾞﾙｰﾌﾟ Do さん     定員：20名 

日 時 タイトル 講  師 
2月 3 日（土） 

13:30～15:30 
自分を知る・自分を認める 

2月 17日（土） 

13:30～15:30 
アサーショントレーニング１ 

3月 3 日（土） 

13:30～15:30 
アサーショントレーニング２ 

3月 17日（土） 

13:30～15:30 
まとめ・実践 

ウイメンズカウンセリング富山 
NPO法人 

日本フェミニスト 

カウンセリング学会所属団体 

 

ところ：ウイング・ウイング高岡６F会議室C   申込み：男女平等推進センター 0766-20-1810 

 

 

 

  

 

今年のテーマは「楽しい子育て」。『ちょこっとできる男女平等・共同参画』という視点で、子育てに関しての意見を

①家庭、②職場、③地域・学校の部門別に募集しました。（総応募数 140件） 

         ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

※KNB アナウンサー

相本芳彦さんによる

基調講演が表彰式後

行われました。 

大 賞 

最

優

秀

賞 

～職場でできるちょっとした気配り～ 

手伝うよこの仕事 赤ちゃん 君を待っている 

         高岡市：吉田 久志さん 

 
中田かかし祭り           

「みんなで協力、楽しい子育て」の展示  
ウイング・ウイング高岡４F・生涯学習センターホールにて開催されました 

 

  



 

 

 母子家庭の母親の就業率は高いが、 ？ の

割合も高く生活が不安定な要因となっていま

す。さて、何の割合が高いのでしょうか？ 

 Ａ 正規労働者   B 非正規労働者   

 母子家庭の母親の就業率は83％ですが、 

①就業経験が少ない 

②結婚や出産で就業が中断した 

③求人の際に年齢制限がある 

④事業主側の母子家庭に対する理解不足 等 

により、就業や再就職は困難な状況になって

います。そのため、厚生労働省では母子家庭

等就業支援サービス・自立支援センター事業

として母子家庭の母親に対して、就業相談や

就職支援講習会の実施、就業情報の提供など

の就業支援サービスを提供しています。 

 

 

 インターネットで爆発的な人気ブログから

生まれ、クチコミで広がっている話題本。 

自分自身の悩みを解消し、運を開くヒントが

あります。自分自身をみつめなおす時、この

本を手がかりにしてもいいのでは？ 

だた、問題を解決していく鍵は自分自身にあ

るということをお忘れなく。 

 

 

         クイズの答え[ B ] 

鏡 の 法 則 

人生のどんな問題も解決する魔法のルール

総合法令出版    １０００円（税込み） 

   野口 嘉則 著 

 

 

 
 

 

案 内 地 図 

■交流スペース         （無料）         
●登録団体の会議や研修会等の活動に利用できます。 
●利用希望日の３か月前の月の初日から予約できます。

■会 議 室     ５７㎡ 20人程度（有料）      

●センター主催講座等の会場として使用する他、研修や会
議等にも利用できます。 
●利用希望日の２か月前の月の初日から予約できます。
（登録団体は３か月前の月の初日から予約できます。） 

■サ ロ ン              （無料）         

オープンスペースで、男女平等・共同参画等に関する 
図書やビデオ等の閲覧、貸出を行います。 
パソコン等を備えており、インターネッ 
トで情報を得ることもできます。 

 

●電話相談                ●面接相談

月・火・水・金・土  9:30～16:30     要予約 

木          14:00～20:00             

■相 談 室            2 室（無料）         

●プライバシーに配慮した個室になっており、専任のス
タッフによる電話相談や面接相談（予約制）を行います。

℡ 0766-20-1811 

 

 


