
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社イカイ硝子建材 

業 務：サッシ、硝子工事 

従業員：男性６人、女性１人 

〔主な取り組み〕 
●勤務時間中の講習会受講や資格

取得手当等資格取得の支援による

社員のスキルアップ、能力発揮の

促進 

●地域行事等に参加するための年

次有給休暇の半日単位の導入 

●業務や家庭等での悩みを受ける

相談窓口の設置 

特別養護老人ホームアルテン赤丸 

業 務：介護福祉事業 

従業員：男性 22 人、女性 74 人 

〔主な取り組み〕 
●新人研修マニュアルや勤務年

数・分野ごとの研修計画、職員間

の伝達研修による社員のスキルア

ップ促進 

●育児又は介護休業中の職員への

施設誌の送付や個人に合わせた復

帰プログラムによる円滑な職場復

帰 

●育児・介護中の職員への早番・

遅番勤務の免除等勤務時間の配慮 

 
チエコペットクリニック 

業 務：動物病院 

従業員：女性５人 

〔主な取り組み〕 
●業務や資格に関する研修会等の

勤務時間中の参加による社員のス

キルアップ、能力発揮の促進 

●子育て、看護等の家庭生活や地

域行事等に参加するための年次有

給休暇の半日・１時間単位の導入 

●退職者の再雇用とスキルアップ

のための資格取得支援 

高岡ガス株式会社 

業 務：都市ガス事業 

従業員：男性４４人、女性１０人 

〔主な取り組み〕 
●勤務時間中の講座受講や費用負

担、資格取得手当等資格取得の支

援による社員のスキルアップ、能

力発揮の促進 

●「ノー残業デー」の実施や、部

門内での業務効率化・仕事量の平

準化による所定外労働時間の削減 

●朝礼やグループウェアによる育

児・介護休業法等の周知・取得促

進及び休業取得者との打合せによ

る円滑な職場復帰 

丸進商事株式会社 

業 務：卸売・小売業 

従業員：男性７人、女性４人 

〔主な取り組み〕 
●勤務時間中の講習参加等による

社員のスキルアップ、能力発揮の

促進 

●地域行事等に参加するための有

給休暇取得促進や長時間労働削減

のため、労使間での定期的な懇談

会の開催 

●介護休業中の職員との復帰前の

打合せや、復帰後の他職員による

業務サポート 

有限会社仁光園 

業 務：鶏卵･有機肥料 生産販売 

従業員：男性５人、女性１１人 

〔主な取り組み〕 
●従業員一人ひとりが様々な業務

をマスターする多能工の推進 

●子育て、看護等の家庭生活や地

域行事等に参加するための年次有

給休暇の半日単位の導入 

●目安箱の設置による社内意見の

聴衆 

高岡市は男女平等・共同参画宣言都市です。「認めあい 支えあい 共に輝く ひと と まち」をみんなで目指しましょう。 

２日（金） 高岡市男女平等推進市民委員会 
新しい委員２０人による第１回会議。 

新会長･副会長を選任し、男女平等推進

プラン後期事業計画、ＤＶ対策基本計

画の取り組み状況について報告・審議。 

６日（火） 男女平等推進庁内連絡会議 

７日（水） 「ありーて」第８回編集会議 

１１日（日） 市民企画講座「女性と科学」第１回 
（企画：高岡くらしの会） 
ワークショップ「マリーキュリーにみ

る元祖理科女のジェンダー」 

１２日（月） 女性に対する暴力をなくす運動 
パネル展示（１１月３０日まで） 

１３日（火） 相談室出前講座〔古府婦人会〕 

１４日（水） 相談室出前講座〔伏木婦人会〕 

１９日（月） 相談室出前講座〔西条婦人会〕 

２２日（木） 話スペース「ぽこ あ ぽこ」第６回 

２４日（土） 男性介護者セミナーｉｎ高岡 第２回 
（主催：男性介護者の会 みやび） 

２５日（日） 市民企画講座「女性と科学」第２回 
（企画：高岡くらしの会） 
講義「マリーキュリーの研究からつな

がる原子力の世界」 

講師：林 衛
まもる

さん（富山大学人間発達科学部准教授）  

２７日（火） 相談室出前講座 
〔民生児童委員協議会 主任児童部会〕 

 

月３日（水） 男女平等推進プラン情報誌「ありーて」 
第７回編集会議 

１０日（水） トーク＆トーク 仲間に聴く仕事と家庭の
両立 
商業雇用課と共催 

１１日（木） 男女平等ＥＸＰＯ高岡２０１２実行委員会 
地域活動報告の打合せ 

１６日（火） 相談室出前講座〔新風会〕 

２０日（土） 相談室出前講座〔福田地区婦人会〕 

２５日（木） 若い世代のＤＶ等予防啓発プログラム検
討チーム会議（第５回） 

 話スペース「ぽこ あ ぽこ」第５回 
誰でも安心して話せる場 

２７日（土） 男性介護者セミナーｉｎ高岡 第１回 
（主催：男性介護者の会 みやび） 
粋メンプロジェクトの活動で、戸出地

区の男性が参加。 

２８日（日） 男女平等ＥＸＰＯ高岡２０１２ 講演会  
～あなたが変わる！地域が変わる！小さ
なチャレンジで元気なまちづくり～ 

３０日（火） 女性の再就職･キャリア形成応援講座 
～自分を知って前進～ 

月１日（木） 
 

 

ＤＶ予防啓発リーフレットの街頭配布 
「女性に対する暴力をなくす運動」に

あわせ、県の啓発事業に協力（JR 高岡

駅前） 

 

 男女平等 EXPO高岡 2012 を 10 月28 日（日）に開催しました。今年度の男女平等 EXPO高岡は、「地域における男女

平等・共同参画の推進」をテーマに、男女がともに担う地域活動の報告を含めた講演会を開催し、参加者とともに地域におけ

る男女の参画をすすめる方法を考えました。 

事業所にとって、ワーク･ライフ･バランスに取り組むことは、生

産性の向上や優秀な人材の確保・定着、事業所のイメージアップな

ど、様々なメリットがあります。市では、今年度、ワーク･ライフ･

バランス推進事業所として６事業所を認定しました。認定事業所で

は働きやすい職場づくりに、次のような取り組みを行っています。 

日時：10 月 30 日（火） 

対象：再就職やキャリア形成について考える女性 

講師：越智
お ち

 真琴さん(キャリアコンサルタント･ビジネスコーチ) 

グループ・カウンセリングを中心に、自分の能力や価値観

等を把握すること、キャリア形成等について考えました。 

〔内 容〕 

・キャリアアンカー、外発的動機・内発的動機について 

・仕事の棚卸とスキル 

・キャリアの指向性、自己認識 

〔受講者の感想〕 

・前向きになれた。 

・自分自身をあらためて知ることが出来た。 

・グループカウンセリングを通して価値観や 

気持ちを共有できてよかった。 

主催：男性介護者の会 みやび 

男性介護者や、将来のために介護について学びたい男性を

対象に、地域密着型の男性介護者セミナー（全２回）が戸出

地区で開催されました。粋メンプロジェクトの活動として、

男女平等推進センターネットワーク会議委員の長瀬さんの

呼びかけで、戸出地区の男性が参加しました。 

〔第１回〕 １０月２７日（土） 

・「男性介護者の会 みやび」の紹介と講座趣旨説明 

・戸出地区地域包括支援センター、高岡市男女平等推進セン

ターの活動紹介 

・介護者が語る、より楽な介護のやり方 

・料理実習 

講師：戸出地区食生活改善推進員の皆さん 

〔第２回〕 １１月２４日（土）  

・高岡市男女平等推進センターの活動 

・｢介護生活に関する制度利用―介護サービスを利用できるまで｣  

・「高齢者が遭う消費者被害の実際と対策」 

・埼玉県の男性介護者と支援者の全国ネットワーク会員を招 

いての座談会 
（５０音順に記載） 

日時：９月 27日（木） 

会場：ふれあい福祉センター 

講師：朝比奈 裕子さん（富山国際理解教育研究会） 

30・40 歳代の女性を対象に、仕事と家事、育児、夫との

関係など、日常生活のなかで感じる不満、ストレスなどの根

底にあるジェンダーバイアス（社会的・文化的差別、固定的

役割観念）に気づき、これにとらわれない、自分を大事にし

た心地よい生き方について考えました。 

10 月 10 日（水）、仕事と家庭の両立等に関心のある女性

を対象に、(財)21 世紀職業財団の企画協力により開催され

ました。 

〔内 容〕 

・女性労働の現状と課題 

 説明：伊藤 清江さん（(財)21 世紀職業財団 前富山事務所長） 

・仕事と家庭の両立 ～私の場合～ 

 発表：石塚 梨絵さん 

（県生活協同組合デイサービスセンターまる～な リーダー）  

永井 奈津子さん

・トーク＆トーク ～そこが聴きたい！いきいき仕事ができて

家庭もうまくいくための心がけ～ 

  

総合司会  

須賀 泉美さん 
（NPO 法人 N プロジェクトひと･みち･まち） 

 

〔地域活動報告〕 

大坂 昭輔さん（牧野校下連合自治会） 

高島 正子さん（立野婦人会） 

太田 康夫さん（木津校下社会福祉協議会） 

川渕 郁子さん・田中 利幸さん 

（富山県男女共同参画推進員高岡連絡会） 

横川 照子さん（高岡市食生活改善推進協議会） 

〔基調講演〕 

講師：萩原 なつ子さん 

(立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科教授)  

これまでの体験談や、男女共同参画の替え歌など

で、会場を盛り上げて下さいました。 

 

  

主催：商業雇用課 

 

 

11 月 2 日（金）、高岡市男女平等推進市民委員会が開催され、

新たな会長として、富山大学男女共同参画推進室長の永山くに子

さんが選出されました。引き続き、男女平等・共同参画課より、

本市の男女平等推進プランやDV対策の取組状況について報告が

あり、委員の皆様には、主に、地域における男女共同参画の推進、

ワーク･ライフ･バランスの推進、DV 対策の推進などについて、

ご審議いただきました。 

 

 


