
　基本目標Ⅳ　計画の総合的な推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・１６頁

平成２９年８月

高岡市市民生活部男女平等・共同参画課

資料№2

高岡市男女平等推進プランの取り組みについて

　基本目標Ⅰ　あらゆる分野において、男女が平等に参画できる環境づくり  　　　　　　　　　　　　　　　・・・　１～　４頁

　基本目標Ⅱ　仕事と生活の調和が保たれ、男女がともに活躍できる環境づくり　　　　　　　　　　　　　 ・・・　５～　８頁

　基本目標Ⅲ　個人が尊重され、能力が発揮できる環境づくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・　９～１５頁



基本目標Ⅰ　あらゆる分野において、男女が平等に参画できる環境づくり

重点課題１　政策･方針決定過程への男女平等・共同参画の推進

取組状況・予定等 推進状況及び関連統計等

平成29年度（第2次プラン：初年度） 平成28年度（後期事業計画：５年目）

事業概要 事業概要

1) 積極的改善措置（ポジティブアクション）
の実施及び女性の人材情報の収集・提供
　「高岡市の委員会等の設置及び運営に関
する基本方針」に基づき、女性委員の登用
促進と女性委員のいない審議会等の解消に
努めます。

男女平等・
共同参画課

女性委員の比率が33％に満たない審議会・委員会所管の担当課を対象に、委員の改選時期等を捉
えて女性登用に向けて働きかけ〔拡充〕
（全庁的にも実績照会時や男女平等推進庁内連絡会議、新年度前など機会を捉えて働きかけ）
市民や団体に対し、男女平等推進センター事業を通じて市政への参画意識の啓発〔継続〕
男女共同参画推進員高岡連絡会主催のミニ地区懇談会（市内全地域で開催）を活用し、政策方針
決定過程への男女平等・共同参画について説明〔継続〕

・Ｈ29.4　各種委員会等の女性登用状況の照会に合わせた女性登用の促進

市全体の各種審議会・委員会等における女性委員比率の目標値を定め、女性委員の登用の
啓発を行う。
・H28.4　各種委員会等の女性登用状況の照会に合わせた女性登用の促進
・H29.1　新年度に向けての女性登用の促進
・女性登用の進んでいない各課へ出向き、積極的な登用の促進
・女性人材リストの更新
　　分野別：政治・経済、健康・福祉、生活・環境、まちづくり、文化・スポーツ、
            商工農業、労働、育児・教育、男女共同参画、国際交流、
            地域女性ﾈｯﾄ・自治会、その他

2) 国・県の委員への推薦の際の配慮
　行政相談委員、人権擁護委員などを、国
や県に推薦する際には、女性の参画に配慮
します。

共創まちづ
くり課

行政相談員、人権擁護委員などを女性の参画に配慮し推薦〔継続〕

広報統計課 まちづくり出前講座の開催〔継続〕 まちづくり出前講座の開催　　　　　　開催回数　126回

総務課 新成人のつどいにおける選挙・投票に関するパンフレットの配布〔継続〕 新成人のつどいにおける選挙・投票に関するパンフレットの配布　　配布枚数1,980枚

県及び市町村の明るい選挙推進協議会の共同研修会等への参加

都市経営課 「委員会等の設置及び運営に関する基本方針」の適正な運用〔継続〕
・審議会・委員会における委員公募の実施
・審議会・委員会における資料等の公表（会議資料・審議概要をホームページで公開）
・市の計画策定時等における市民意見の募集

「委員会等の設置及び運営に関する基本方針」の適正な運用
・審議会・委員会における委員公募の実施
・審議会・委員会における資料等の公表（会議資料・審議概要をホームページで公開）
・市の計画策定時等における市民意見の募集

4) 職員の能力等に応じた適正な職員採用・登
用
　職員採用・登用時には、職員個々の能
力、意欲、適性等に十分配慮し、男女平等
な登用を進めます。

人事課 適正で男女平等な職員採用・登用〔継続〕 女性の登用

5) 適正な管理監督教職員登用についての働き
かけ
　市立小・中・特別支援学校の管理監督教
職員（校長・教頭）については、性別にか
かわらず、学校の管理運営について見識と
指導力、統率力を有する人の登用を図るよ
う富山県教育委員会へ働きかけます。

学校教育課 適正で男女平等な管理監督教職員登用となるよう富山県教育委員会へ働きかけ〔継続〕 女性の登用

6) 事業者への女性登用促進に関する意識啓発
　企業等において、性別にかかわらず、能
力や適性を重視した登用が行われるよう、
セミナーの開催や情報提供の充実を図り、
啓発に努めます。

男女平等・
共同参画課

女性参画事例の発信の取組〔継続〕
・情報誌「ありーてめいと」
・ホームページ

女性参画事例の発信の取組
・情報誌「ありーてめいと」
・ホームページ

男女平等・
共同参画課

男女平等・共同参画をテーマとした出前講座の実施〔継続〕
・ミニ地区懇談会での意識啓発　市内全26地区
・出前講座の実施

男女平等・共同参画をテーマとした出前講座の実施
・出前講座の実施

共創まちづ
くり課

自治会長の女性登用〔継続〕 女性の登用

生涯学習課 ＰＴＡ、公民館長の女性登用〔継続〕 女性の登用

3)

7) 地域活動組織等への女性登用促進に関する
意識啓発
　自治会やＰＴＡなど、地域活動組織と連
携・協力し、男女平等・共同参画をテーマ
とした出前講座を開催し、女性の参画や女
性リーダーの必要性について、理解と周知
を図ります。

あらゆる分野
での方針決定
過程への共同
参画の促進

施策の方向 事業計画 担当部署

(1) 市の施策・方
針決定過程へ
の共同参画の
促進

(2)

市政への参画意識の啓発及び共同参画しや
すい環境整備
　まちづくり出前講座等を通じ、市民の市
政への参画意識の醸成を図ります。
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重点課題２　固定的な性別役割分担意識等による慣行等の解消

取組状況・予定等 推進状況及び関連統計等

平成29年度（第2次プラン：初年度） 平成28年度（後期事業計画：５年目）

事業概要 事業概要

社会福祉課 福祉活動員に対する男女共同参画の理解・周知〔継続〕 福祉活動員に対する男女共同参画の理解・周知

高齢介護課 高齢福祉推進員に対する男女共同参画の理解・周知〔継続〕
　

高齢福祉推進員に対する男女共同参画の理解・周知
　

健康増進課 健康づくり推進員、ヘルスボランティア、食生活改善推進員に対する男女共同参画の理解・周知
〔継続〕

健康づくり推進員、ヘルスボランティア、食生活改善推進員に対する男女共同参画の理
解・周知

体育保健課 スポーツ推進員に対する男女共同参画の理解・周知〔継続〕 スポーツ推進員に対する男女共同参画の理解・周知

男女平等・
共同参画課

富山県男女共同参画推進員高岡連絡会に対する男女共同参画の理解・周知〔継続〕

推進員定例会（月１回開催）、ミニ地区懇談会（市内全２６地区で開催）
・市プラン・ＤＶ（第２次）の説明
・男女平等・共同参画に係るパンフレットの配布
・センター事業「男女平等・共同参画基礎講座」への参加

富山県男女共同参画推進員高岡連絡会に対する男女共同参画の理解・周知

推進員定例会（月１回開催）
・市プラン・ＤＶ（第２次）の説明
・男女平等・共同参画に係るパンフレットの配布
・センター事業「男女平等・共同参画基礎講座」への参加

9) 各種講座・出前講座・情報誌による啓発
　男女共同参画の視点によって固定的な役
割分担意識を見直していくため、男女平等
推進センターにおける各種講座や情報誌な
どを活用し、啓発に努めます。

男女平等・
共同参画課

男女平等推進センターにおける講座開催、情報発信・提供〔継続〕
・男女共同参画週間事業（H29.6.23～6.29）
　　①男女平等推進センター企画講座開催　全１回
　　　みんなで支える介護・看護　　参加者35名
　　②パネル展示「第２次計画」、「ワーク・ライフ・バランス」
　　　（センターサロン、本庁）
　　③CATV放送「男女共同参画週間」（H29.6.12～6.18）
・男女平等推進センター企画講座の実施
　　①「女性のためのアサーティブネストレーニング」
・情報誌等
　　①プラン情報『ありーて』
　　②センターだより『ありーてめいと』

男女平等推進センターにおける講座開催、情報発信・提供状況
・男女共同参画週間事業（H28.6.23～6.29)
　　①男女平等推進センター企画講座開催 全1回
　　　歴史に見る女性たちの生き方～これからの女性の生き方につなげよう～参加者25人
　　②パネル展示「後期事業計画」、「ワーク・ライフ・バランス」
　　（センターサロン、本庁１F）
 　 ③CATV放送「男女共同参画週間」(H28.6.13～6.19)
・男女平等推進センター企画講座の開催
　　①男女平等・共同参画セミナー
　　②「女性のための自己尊重トレーニング～「わたし」の生き方を見つける講座～」
　                                        (H28.7.24～8.21)全4回　 受講生46人
・情報誌等
　　①プラン情報誌『ありーて』　公募による市民編集員4人で企画・編集
　　　発行　3月　5,000部×1回発行
　　②センターだより『ありーてめいと』　　　発行　偶数月　1,200部×6回発行

10) 男女平等・共同参画の視点での事業検討・
実施及び適切な表現による情報発信
　市において事業を実施する際、男女平
等・共同参画を妨げる状況がないか、常に
検討・配慮を行います。また、市の広報紙
をはじめとした配布物及びインターネット
からの情報発信について、人権の軽視や固
定的な性別役割分担意識につながる表現が
ないよう留意します。

男女平等・
共同参画
課、広報統
計課、情報
政策課

情報誌、パンフレット・リーフレットやインターネットのホームページ等の適切な表現による発
信〔継続〕

市発刊物の表現等について人権の軽視や性別による役割分担意識につながることのないよう留意
〔継続〕

情報誌、パンフレット・リーフレットやインターネットのホームページ等の適切な表現に
よる発信

市発刊物の表現等について人権の軽視や性別による役割分担意識につながることのないよ
う留意する。

人事課 ・市職員研修〔継続〕
　　新規採用者研修(H29.4.5)　参加者71人
　　新任主任研修(H29.7.26）　参加者47人

・新規採用者研修(H28.4.6)　参加者52人
・新任主任研修（H28.9.8）  参加者48人

子ども・子
育て課

・保育士等研修〔継続〕
　　保育士研修
　　学童保育指導員研修

・保育士関係　1回　参加者95人（要保護児童対策地域協議会）

生涯学習課 ・保育士等研修〔継続〕
　　学童保育指導員研修
　　放課後子ども総合プラン指導者等研修

・放課後子ども教室指導員研修（県主催）１回　　高岡市からの延べ参加者　10名
・社会教育関係者の人権尊重にかかる研修会への参加　5回　延べ参加者　55人

8)

研修機会等を通じての男女の共同参画の理
解促進
　市職員や、保育士など子どもの育成支援
に携わる者への研修を通して、男女の共同
参画の理解促進に努めます。

(1) あらゆる場に
おける男女平
等・共同参画
の視点・気運
の醸成や配慮

施策の方向 担当部署事業計画

11)

団体活動における共同参画の理解促進
　福祉活動員、高齢福祉推進員、健康づく
り推進員、ヘルスボランティア、スポーツ
推進員、富山県男女共同参画推進員などの
団体活動が、男女共同参画の視点を持って
取り組まれるよう、理解と周知を図りま
す。
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学校教育課 多様な選択を可能にする進路・学習・生徒指導の充実、実施〔継続〕
　高岡市教育委員会重点施策に基づき各校において計画的に実施するよう指導

多様な選択を可能にする進路・学習・生徒指導の充実、実施
　高岡市教育委員会重点施策に基づき各校において計画的に実施するよう指導

子ども・子
育て課

各園において生きる力をはぐくむため、幼稚園教育の基本を踏まえた、遊びを通しての総合的な
指導を実施〔継続〕

各園において生きる力をはぐくむため、幼稚園教育の基本を踏まえた、遊びを通しての総
合的な指導を実施

学校教育課 男女平等・共同参画にかかる研修会等への参加〔継続〕
　研修会等の周知と参加への配慮
　

男女平等・共同参画にかかる研修会等への参加
　研修会等の周知と参加への配慮

子ども・子
育て課

男女平等・共同参画にかかる研修会等への参加〔継続〕
　研修会等の周知と参加への配慮

男女平等・共同参画にかかる研修会等への参加
　研修会等の周知と参加への配慮

人事課 インターンシップの受入〔継続〕 インターンシップの受入
  大学生14人(部局名：経営企画部、総務部、産業振興部、市民生活部、福祉保健部、都市
創造部、教育委員会、上下水道局）
  短大生４人（部局名：市民生活部、教育委員会）
  高専生１人（部局名：経営企画部、総務部、福祉保健部、都市創造部）

学校教育課 職場訪問等の実施〔継続〕
ものづくり・デザイン科授業の実施〔継続〕

職場訪問等の実施
　　1週間（実際の体験活動5日間）・全中学校2年生
ものづくり・デザイン科授業の実施
　　年間35時間　4,167人（小学校5・6年生、中学校１年生）

健康増進課 職場訪問受入〔継続〕 職場訪問受入
　　中学生３人

市民病院 職場訪問受入〔継続〕 職場訪問の受入
　小学生　　0人、社会人　　　5人
  中学生　　0人、専門学生　129人
　高校生　 63人
　大学生　124人

上下水道局 インターンシップの受入〔継続〕 インターンシップの受入
   大学生　１人

消防本部 職場訪問の受入〔継続〕
インターンシップの受入〔継続〕

職場訪問の受入
　中学生　52人（うち、女子0人）
　
・インターシップの受入
（大学生７人、高校生12人、高等専門学校生23人、うち女子2人）

多様な選択を
可能にする教
育、学習等の
充実

13) 男女平等・共同参画意識の向上を図る研修
会等への参加配慮
　幼稚園・小・中・特別支援学校の教諭の
男女平等・共同参画意識の向上を図る研修
や学習会への参加に配慮します。

(2)

14)

12) 児童の一人ひとりの個性に応じた指導の実
施
　幼稚園・学校教育の場において、児童の
一人ひとりの個性を活かし、多様な選択が
できるよう学習や進路の指導を行います。

インターンシップ・体験学習等の実施
　インターンシップの推進に取り組み、職
場訪問や就業体験の事業所として、児童・
生徒・学生を受け入れます。また、小・
中・特別支援学校で「ものづくり・デザイ
ン科」の授業を実施し、市の優れた伝統工
芸や産業について体験学習を実施します。
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重点課題３　地域活動の場での協働や男女平等・共同参画の推進

取組状況・予定等 推進状況及び関連統計等

平成29年度（第2次プラン：初年度） 平成28年度（後期事業計画：５年目）

事業概要 事業概要

男女平等・
共同参画課

市民企画講座、学習支援講座、Ｅフェスタへの開催支援〔継続〕
・Ｅネット主催「Ｅフェスタ」(9/3～9/10)開催支援
・市民企画講座に対する支援　　３講座 （７回）開催
・市民の学習に対する支援（学習支援事業）　１講座 （１回）開催

市民企画講座、学習支援講座、Ｅフェスタへの開催支援
・Ｅネット主催「Ｅフェスタ」(8/28～9/4)開催支援　　　延べ参加者201人
・市民企画講座に対する支援　４講座（９回）開催　　延べ参加者153人
・市民の学習に対する支援（学習支援事業）　３講座（３回）開催　　参加者62人

生涯学習・
文化財課

芸術・文化団体への助成〔継続〕
女性リーダーの育成支援〔継続〕

芸術・文化団体への助成
　23団体
女性リーダーの育成支援
・女性リーダー研修講座（H27～）
　6回　　延べ参加者241人

体育保健課 体育団体への育成助成〔継続〕 体育団体への育成助成
　40団体

産業企画課 伝統産業等振興団体への助成〔継続〕 伝統産業等振興団体への助成
　後継者育成、技術継承改善、品質改善・販路拡大等への支援
　・富山県伝統産業協議会
　・富山県伝統工芸士会
　・伝統工芸高岡銅器振興協同組合
　・伝統工芸高岡漆器協同組合
　・高岡伝統産業青年会
　・高岡地域文化財等修理協会

16) 市民活動相談・情報提供及び講座等の促進
　市民活動やＮＰＯ設立に関する相談や情
報提供及び活動団体等の自立・連携や共創
意識の啓発を図る講座・フォーラム等を開
催します。

共創まちづ
くり課

市民活動に関する相談及び情報提供、NPO法人設立に関する情報提供〔継続〕
協働から共創への取り組みの移行にあわせて、共創の啓発及び市民、団体等の交流を図る講座・
フォーラム等を開催〔拡充〕

市民活動支援・協働推進講座開催
　　３回・参加者474人

市民活動に関する相談及び情報提供　66件(H29.3)

ＮＰＯ法人設立に関する情報提供等

17) 市民等との共創事業の実施
　市民・団体・企業等の多様な主体が連携
し、新たなまちの魅力や地域の価値を共に
創り上げていくため、市民がより主体的に
まちづくりを進めることができるよう、共
創の取り組みを行います。

共創まちづ
くり課

市民との共創〔拡充〕
・協働から共創への取り組み移行
・市民共創チャレンジ事業
・市民共創モデル事業（試行）

市民との協働促進

18) 市民活動団体の活動情報発信等
　市民活動団体の活動情報等をポータルサ
イトなどから発信することで、市民活動の
活性化を支援します。

共創まちづ
くり課

市民活動情報ポータルサイトの運営〔継続〕 市民活動情報ポータルサイトの運営状況(H29.3)

19) 市長との対話活動や市政モニター事業、ま
ちづくり出前講座の実施、市民からの手紙
やメールへの対応
　市民の意見や要望を、市政やまちづくり
に反映していくため、市長の対話活動や市
政モニター事業、まちづくり出前講座を実
施するとともに、市民からの手紙やメール
等を通じて、市民の意見を聞き市政に反映
します。

広報統計課 市長の対話活動の実施〔継続〕
わがまちトーク（地区別）を行わない年のため、代わりにふれあいトーク（テーマ・分野別）の
回数を増やす

市長の対話活動の実施
　わがまちトーク（地区別）
　※「未来高岡」ステップアップトークとして開催　36回開催、延べ参加者約1,900人
　ふれあいトーク（テーマ・分野別）１回開催、延べ参加者12人(ジュニア会議を含む)
市政モニター事業の実施
　市政モニター　20人

20) 地域における女性防災リーダーの育成促進
　自主防災組織等における女性の参画を促
進し、女性リーダーの育成を図ります。

危機管理
室、男女平
等・共同参
画課

地域における女性防災リーダーの育成促進〔新規〕

21) 男女平等・共同参画の視点からの防災施策
の推進
　防災分野における男女平等・共同参画の
視点の必要性について理解を促し、周知啓
発を図ります。
　被災時の避難所運営の際は、男女別の
ニーズを把握し、男女双方の視点等に配慮
した男女の参画体制での管理運営を図りま
す。

危機管理
室、男女平
等・共同参
画課

男女平等・共同参画の視点からの防災施策の推進〔新規〕

地域防災にお
ける男女平
等・共同参画
の推進

(2) 参画とまちづ
くりとの総合
的な連携の推
進

(3)

(1) 市民の参画へ
の支援

15)

施策の方向

団体活動育成・支援
　男女平等・共同参画の推進のため、グ
ループや市民が自主的に企画・実施する事
業に対して支援するとともに、芸術・文
化・スポーツ及び伝統産業の振興や育成に
携わる団体等が実施する事業に対し支援し
ます。また、地域で活躍する女性リーダー
育成の研修を行います。

担当部署事業計画
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基本目標Ⅱ　仕事と生活の調和が保たれ、男女がともに活躍できる環境づくり

重点課題４　＜新規＞仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

取組状況・予定等 取組状況・予定等

平成29年度（第２次プラン：初年度目） 平成28年度（後期事業計画：5年度目）

事業概要 事業概要

22) 仕事と生活の調和に関する意識啓発
　セミナーの開催や情報提供に努め、
企業や個人事業所等における仕事と生
活の調和についての意識啓発を図りま
す。

男女平等・
共同参画
課、商業雇
用課

ワーク・ライフ・バランスの取組促進〔継続〕
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式(H29.10.21)
・ワーク・ライフ・バランスに関する講演会の開催(H29.10.21）
・チラシ（商工会議所、商工会、企業、新社会人の集い、合同就職面接会）
・情報誌「ありーてめいと」、広報紙「市民と市政」
・ホームページへの掲載
・パネル展示

ワーク・ライフ・バランスの取組促進
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式(H28.10.23)
・ワーク・ライフ・バランスに関する講演会の開催(H28.10.23）
・チラシ（商工会議所、商工会、企業、新社会人の集い、合同就職面接会）
・情報誌「ありーてめいと」、広報紙「市民と市政」
・ホームページへの掲載
・パネル展示

23) 中小事業者への一般事業主行動計画策
定の呼びかけ
　女性活躍推進法で努力義務とされて
いる、従業員300人以下の企業の一般事
業主行動計画について、周知啓発に努
め、計画の策定を促します。

男女平等・
共同参画
課、商業雇
用課

中小事業者への一般事業主行動計画策定の呼びかけ〔新規〕

24) ワーク・ライフ・バランス推進事業所
の認定
　ワーク・ライフ・バランスの取り組
みを進める企業を「ワーク・ライフ・
バランス推進事業所」として認定しま
す。
　入札制度におけるワーク・ライフ・
バランス推進事業所の認定に関する評
価項目を設け、事業者がワーク・ライ
フ・バランスの推進に一層積極的に取
り組むよう働きかけます。

男女平等・
共同参画
課、管財契
約課

ワーク・ライフ・バランスの推進〔拡充〕
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式（H28.10.23)（再掲）
・ワーク・ライフ・バランスに関する講演会の開催（H28.10.23)（再掲）
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所新規認定数

ワーク・ライフ・バランスの推進
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式（H28.10.23)（再掲）
・ワーク・ライフ・バランスに関する講演会の開催（H28.10.23)（再掲）
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所新規認定数　10事業所
　　　㈲技建工業、昭和建設㈱、大朋建設㈱
　　　西村工業㈱、富士コンテクノ㈱、フジサワ電機㈱
　　　㈱フジ創ホーム、㈱室屋、山辺事務機㈱、㈲ワイズ工業

25) 市における職場での女性活躍の推進
高岡市職員女性活躍推進プログラムに
基づき、女性職員の活躍を推進するた
めの取り組みを行います。

人事課 育児休業等を取得しやすい環境の整備〔継続〕

年次有給休暇の取得促進〔拡充〕

超過勤務縮減の促進〔継続〕

育児休業等を取得しやすい環境の整備

年次有給休暇の取得促進

超過勤務縮減の促進

子ども・子
育て課

教育・保育の一体的提供の推進とサービスの充実〔継続〕
・認定こども園への移行推進
・多様な保育サービスの充実
・放課後児童クラブの充実

特別保育の実施(H29.3)　 計 93か所
・延長保育　 37か所
・休日保育　  4か所     ・一時預かり　　 29か所
・病児・病後児保育（体調不良型を含む。） 23か所

子育て支援センターの開設・運営(H29.3）
　2か所　年間延べ利用者 28,720組

子育てサロンの開設・運営(H29.3）　44か所　 年間利用数 8,476組

マイ保育園実施(H29.3）　27か所　 登録数 329組

生涯学習・
文化財課

子育て支援センターに統合〔統合〕 子育て情報交換会（赤ちゃんの部屋・ファミリーポケット）の開設・運営(H29.3）
・赤ちゃんの部屋
　３か所（場所：川原、立野、野村公民館）　年間延べ利用者数 281人
・ファミリーポケット
　６か所（場所：平米、木津、牧野、成美、下関、古府公民館）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年間延べ利用者数 383人

子ども・子
育て課

住民参加・協力による児童の健全育成活動の実施〔継続〕
・ファミリー・サポート・センターの運営
・放課後児童育成クラブの実施

ファミリー・サポート・センターの開設・運営
　会員数 939人　延べ利用者 1,347人(H29.3)

放課後児童育成クラブの実施
　29か所設置　会員数 1,135人(H29.3)

生涯学習課 住民参加・協力による児童の健全育成活動の実施〔拡充〕
・放課後子ども教室、土曜学習の開設・運営
　土曜学習の実施校区１増

放課後子ども教室の開設・運営    38教室

健康増進課 育児不安及び児童・青少年問題への相談対応〔継続〕
・生後3か月までの乳児の家庭訪問の実施
・育児相談の実施

生後3か月までの乳児の家庭訪問の実施
・実1,141件訪問（訪問実施率：99.9％）
育児相談の実施　延べ1,239件（H29.3）

子ども・子
育て課

育児不安及び児童・青少年問題への相談対応〔拡充〕
・家庭児童相談の実施
　専任の家庭児童相談員の配置

家庭児童相談の実施　 34件(H29.3)

学校教育
課、少年育
成セン
ター、教育
センター

育児不安及び児童・青少年問題への相談対応〔継続〕
青少年の悩み事相談の実施

青少年の悩みごと相談の実施（H29.3）　延べ841件

育児不安及び児童・青少年問題への相
談対応
　乳幼児の保護者（家族）の様々な不
安や悩みを聞くとともに、子育て支援
に関する情報提供等を行うため、生後
３か月までの乳児のいる家庭を保健師
が訪問します。

教育・保育の一体的提供の推進とサー
ビスの充実
　保育園等における保育サービスの充
実を図ります。

事業計画 担当部署

(1) ワーク・ライ
フ・バランス
の普及・啓発

26)

施策の方向

27) 地域住民の参加・協力による児童の健
全育成活動の実施
　地域住民の参加・協力により、ファ
ミリーサポートセンターを運営すると
ともに放課後児童育成クラブ、土曜活
動などにより児童の健全育成活動の充
実を図ります。

(2) 子育て・介護
支援の整備・
充実

28)
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29) 講座開催時の託児実施
　男女平等推進センターが講座を開催
する際に、乳幼児を対象とした託児を
実施します。

男女平等・
共同参画課

男女平等推進センター企画講座等開催時における託児の実施〔継続〕 男女平等推進センター企画講座等開催時における託児の実施
　5回　　延べ利用者数6人

30) 市職員における仕事と子育ての両立支
援
　市職員子育て支援プログラムに基づ
き、市職員の子育てと仕事の両立支援
の取り組みを行います。

人事課 育児休業等を取得しやすい環境の整備〔継続〕（再掲）

年次有給休暇の取得促進〔拡充〕（再掲）

超過勤務縮減の促進〔継続〕（再掲）

育児休業等を取得しやすい環境の整備

年次有給休暇の取得促進

超過勤務縮減の促進

高齢介護課 要援護老人対策の実施〔継続〕 要援護老人対策の実施
・ミドルステイの実施　延べ利用者 77人
・生活支援型ホームヘルプサービス（家事や軽作業の支援）の実施
　登録者 251人
・高齢福祉推進員の配置　2,146人

社会福祉課 障がい者支援の実施〔継続〕 障がい者支援の実施
・障がい者相談員の配置　45人
・訪問入浴の実施　　延べ利回数　254回

32) 介護予防事業の実施
　高齢者の自立と生活機能の向上のた
め、要介護高齢者のいる家族が、介護
の方法や予防等の知識・技術の学ぶ介
護予防教室など介護予防事業を実施し
ます。

高齢介護課 介護予防事業の実施〔継続〕 介護予防事業の実施
・高齢者健康づくり教室の開催　　　503回　延べ参加者数　7,527人
・地域づくり型介護予防教室の開催　      600回　延べ参加者数　5,920人

高齢者、障がい者の在宅介護サービス
等の整備・充実
　高齢者や障がい者の訪問介護や訪問
入浴等、自宅での家事・介護等の支援
サービスの充実に努めます。また、一
人暮らし高齢者や障がい者が住み慣れ
た地域で安心して生活することができ
るよう、高齢福祉推進員や障がい者相
談員を配置するとともに、相談窓口体
制の充実を図ります。

31)

(2) 子育て・介護
支援の整備・
充実
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重点課題５　働く場における女性の活躍支援

取組状況・予定等 取組状況・予定等

平成29年度（第２次プラン：初年度目） 平成28年度（後期事業計画：5年度目）

事業概要 事業概要

33) 女性の就労に関する情報提供
　結婚、出産、育児等で離職した女性
の再就職支援、就労に有効な資格取得
などに関する情報の収集・提供に努め
ます。

男女平等・
共同参画
課、商業雇
用課

女性の就労に関する情報提供〔新規〕

産業企画課

創業資金の融資あっせんの実施〔継続〕
創業者への補助の実施〔拡充〕

創業資金の融資・あっ旋の実施　14件

商業雇用課

店舗開業支援〔継続〕 店舗開業支援の実績
・家賃補助　　　　 14件
・店舗改装補助　　　3件
・店舗改修補助　　　2件
・店舗取得補助　　　1件
・リニューアル補助　4件

農業水産課

女性農業者部会活動支援〔継続〕 女性農業者部会活動支援
　高岡市農業者協議会女性農業者福岡部会視察研修会　14人参加、
　視察先：㈲中山農産、樽倉産業㈱、農工房長者㈱、㈱徳田石材

35) 企業への啓発活動
　企業等に対し、男女が職場において
性別による差別を受けることがないよ
う労働に関する各種制度の周知を図り
ます。

男女平等・
共同参画
課、商業雇
用課

企業への啓発活動〔新規〕
　職場において性差別を受けないよう、企業に対し労働に関する各種制度の周知

36) 男女平等・
共同参画課

男女平等推進センターにおける企画講座・展示の開催〔継続〕
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式（H29.10.21)
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式（H29.10.21)
・パネル展示
・CATV放送
・情報誌「ありーて」、「ありーてめいと」への掲載

男女平等推進センターにおける企画講座・展示の開催
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式（再掲）
・ワーク・ライフ・バランスに関する講演会の開催（再掲）
・パネル展示
・CATV放送
・情報誌「ありーて」、「ありーてめいと」への掲載

商業雇用課 女性活躍推進に関するセミナーの開催〔継続〕
　　働く女性のキャリアデザインセミナー開催（H29.9.6)

女性の活躍推進セミナー開催（H28.8.30)　受講者41人

37) 市職員の専門・実務研修所等の実施
　市職員の専門・実務研修や事務の分
掌は、性別にこだわらず行い、人材の
育成に努めます。

人事課 市職員の専門・実務研修の実施〔継続〕 市職員の専門・実務研修の実施
　講座数48件　 延べ参加者 1,429人（男性781人、女性648人）
　　　　　　　 女性参加率 45.3％

男女平等・
共同参画課

男女平等推進センターにおける企画講座・展示の開催〔継続〕
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式（H29.10.21)
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式（H29.10.21)
・パネル展示
・CATV放送
・情報誌「ありーて」、「ありーてめいと」への掲載

男女平等推進センターにおける企画講座・展示の開催
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式（再掲）
・ワーク・ライフ・バランスに関する講演会の開催（再掲）
・パネル展示
・CATV放送
・情報誌「ありーて」、「ありーてめいと」への掲載

商業雇用課 女性活躍推進に関するセミナーの開催〔継続〕(再掲)
　　働く女性のキャリアデザインセミナー開催（H29.9.6)

女性の活躍推進セミナー開催（H28.8.30)　受講者41人

(2)

女性の能力開発に関する講座の開催
　企業や関係機関と連携し、女性の能
力開発に関する講座の開催や情報提供
に努めます。

起業者等への支援
　起業者や農業従事者への支援を行い
ます。

事業者への女性活躍推進に関する意識
啓発
　セミナーの開催や情報提供の充実に
努め、企業、個人事業所等における女
性活躍推進を図ります。

34)

(1)

担当部署

新規採用・起
業・再就職の
支援

事業計画 担当部署

38）

女性の能力開
発・育成の促
進
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男女平等・
共同参画課

男女平等推進センターにおける企画講座・展示の開催〔継続〕
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式（H29.10.21)
・ワーク・ライフ・バランスに関する講演会の開催（H29.10.21)
・パネル展示
・CATV放送
・情報誌「ありーて」、「ありーてめいと」への掲載

男女平等推進センターにおける企画講座・展示の開催
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式（再掲）
・ワーク・ライフ・バランスに関する講演会の開催（再掲）
・パネル展示
・CATV放送
・情報誌「ありーて」、「ありーてめいと」への掲載

商業雇用課 女性活躍推進に関するセミナーの開催〔継続〕(再掲)
　　働く女性のキャリアデザインセミナー開催（H29.9.6)

女性の活躍推進セミナー開催（H28.8.30)　受講者41人

40) 家族経営協定の締結の促進
　農家における家族労働者の労働時間
や報酬、休日について取り決める家族
経営協定について情報提供を行うなど
して、締結を促進します。

農業水産課 家族経営協定締結の情報提供等啓発〔継続〕 家族経営協定締結の情報提供等啓発
　（平成28年度締結件数　0件）
　延べ締結件数　21件（平成18年12月～）

41) 労働相談及び弁護士相談の実施
　労働相談や弁護士相談の開催の周知
に努めます。

商業雇用課 労働相談の実施〔継続〕
弁護士相談の実施〔継続〕
社会保険労務士による労働相談の実施〔継続〕

労働相談の実施　12回

弁護士相談の実施　12回
社会保険労務士による労働相談の実施　12回

42) 適切な職員採用・配置及び就業環境に
ついての配慮
　性別にとらわれず、市職員（非常勤
職員等を含む）の採用や配置を行うと
ともに、働きやすい就業環境について
配慮します。

人事課 適切な職員採用・配置及び就業環境について配慮〔継続〕 適切な職員採用・配置及び就業環境について配慮

重点課題６　家庭・地域活動における男女の相互協力の推進

取組状況・予定等 取組状況・予定等

平成29年度（第２次プラン：初年度目） 平成28年度（後期事業計画：5年度目）

事業概要 事業概要

男女平等・
共同参画課

粋メンプロジェクト事業による男性への普及啓発事業の実施〔継続〕
・父と子（祖父と孫）で作る　輪ゴムプルバックカー（H29.8.5)
・防災用保存食を使った簡単料理（1月開催予定）

粋メンプロジェクトチームによる男性への普及啓発事業の実施　11事業
・親子で作る　しましま模様のバスケット（H28.7.31）　参加者14組
・プロの料理人から学ぶ簡単中華料理（H28.12.3）参加者15人

健康増進課 男性の育児への知識と意識を高める育児講座の開催〔継続〕 男性の育児への知識と意識を高める育児講座の開催
（講座名、開催日時、参加者数等）

農業水産課 農業センターにおける農産物加工教室（お父さんの料理教室）の開催〔縮小〕
参加者がほぼ特定の市民だけであり、すでに一定の役割を終えたと考えている。指定管理者
との協議の中で、施設の指定管理・存廃等を含めて年度内に方向を出すこととしている。方
向が出るまでは継続するが、年度途中であっても見直しを行う。

農業センターにおける講座開催
・農産加工教室（お父さんの料理）
　　24回開催（毎月2回）、延べ参加者数212人

44) ボランティア養成・情報発信支援
　高齢者や障がい者を支援するボラン
ティアの養成・育成講座を開催すると
ともに、ボランティア情報の発信を支
援します。

社会福祉課 ボランティアグループへの活動支援〔継続〕
ボランティア大学の開催〔継続〕
ボランティア体験普及〔拡充〕
・アクティブシニア養成講座
　今までの講座にプラス、地域で活動できるボランティアを増やす。

ボランティアグループへの活動支援
・ボランティア情報誌の発行　　　　　　　　　　　　　　　　　4回  59,500部／回
・ボランティアネットワーク事業
　 ボランティアセンター　登録団体数：214　人数　10,969人

ボランティア大学の開催（社会人のためのボランティア入門講座）3回　延べ参加者　18人

ボランティア体験普及
・シニアボランティア養成講習会　　3回　延べ参加者18人
・災害ボランティア講習会等　　　　1回　延べ参加者31人

人事課 所属長以上によるイクボス宣言の取り組みを進めるなかで、育児プランシートを該当職員に
配布するなど、子育てに関する休暇等の計画的取得を推進〔継続〕

所属長以上によるイクボス宣言の取り組みを進めるなかで、育児プランシートを該当職員
に配布するなど、子育てに関する休暇等の計画的取得を推進

男女平等・
共同参画課

男性の子育て目的の休暇等の取得促進・啓発活動〔継続〕

男女の雇用機会均等などに関する意識
啓発
庁内の関係課が連携し、セミナーの開
催や情報提供の充実に努め、企業や個
人事業所等における男女の雇用機会の
均等や、女性の能力開発について意識
啓発を図ります。

粋メンプロジェクト等の推進
　子育て世代からプラチナ世代（中高
年以上）までの幅広い世代の男性を対
象に、家事、育児、介護及び仕事と生
活の調和等をテーマとした講座やイベ
ントを開催し、男性の家事・育児・介
護等への参加を促します。

39)

43)

事業計画 担当部署

雇用の場にお
ける男女平等
の視点の促進

(3)

施策の方向

男性の子育て目的の休暇等の取得促
進・啓発活動
　父親も母親も子育てに参加できる機
会を確保できるよう、特に男性の子育
て目的の休暇等の取得が促進されるよ
う普及啓発活動に努めます。また、市
職員についても、イクボス宣言などの
取組みを通じて子育てを応援する職場
環境づくりに努めます。

45)

(1) 男性の家事・
育児・介護等
への参加促進
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基本目標Ⅲ　個人が尊重され、能力が発揮できる環境づくり

重点課題７　あらゆる人に対する人権の尊重

取組状況・予定等 推進状況及び関連統計等

平成29年度（第2次プラン：初年度目） 平成28年度（後期事業計画：５年度目）

事業概要 事業概要

学校教育課 小中学校における人権教育の推進〔継続〕
学級活動の時間を中心に、人権意識チェック表や人権教育事例等を活用して指導す
る。

学級活動の時間を中心に、人権意識チェック表や人権教育事例等を活用して指導する。
・小学校　　年間30～35時間（1校あたり）
・中学校　　年間30～35時間（1校あたり）

社会福祉課 小中学校における福祉活動の推進〔継続〕
ジュニア福祉活動員の育成

ジュニア福祉活動員の育成
　牧野小学校　　　5月　　　　　　運動会
　　　　　　　　　6月～12月　　　慰問活動
　　　　　　　　　6月、11月　　　花いっぱい運動
　　　　　　　　　11月　　　　　 見守り隊感謝の集い
　　　　　　　　　10月　　　　　 地域交流（公民館祭り）
　横田小学校　　　7月、9月、10月、11月　　　　　 環境保護活動
　　　　　　　　　4月、5月、6月、9月、11月、2月　地域住民とのふれあい活動
　　　　　　　　　5月、6月、11月　　　　　　　　 老人福祉施設への訪問
　　　　　　　　　5月、10月、12月、2月　　　　　 学校行事への招待
　　　　　　　　　6月　　　　　                  学校外行事への参加

ジュニア福祉活動指定校数　2校
　学校名　牧野小学校、横田小学校

子ども・子
育て課

保育士等の人権尊重にかかる研修会への参加〔継続〕 保育士等の人権尊重にかかる研修会への参加

学校教育課 小・中・特別支援学校教諭の人権尊重にかかる研修会への参加〔継続〕 小・中・特別支援学校教諭の人権尊重にかかる研修会への参加
　4回、延べ参加者176人
※生徒指導協議会｛（生徒指導主事39名+カウンセリング指導員5名）×４回｝

高齢介護課 介護保険サービス事業者の従事者への人権尊重にかかる研修や学習に対する支援
〔継続〕

介護保険サービス事業者の従事者への人権尊重にかかる研修や学習に対する支援
　事業所数 53件
第7回地域包括研修会・第2回介護支援事業者部会研修会（H29.1.23）
　地域包括　11か所　　居宅　42か所

48) 市民等への人権尊重意識の啓発
　市民等を対象にした人権に関する講
演会・講座等を開催するとともに、チ
ラシ等を配布し、人権尊重意識の啓発
に努めます。

共創まちづ
くり課

人権講演会・啓発公開講座の実施〔継続〕
人権街頭啓発活動の実施〔継続〕
人権尊重に関する出前講座の実施〔継続〕

人権講演会・啓発公開講座の実施      2回、延べ参加者　300人

人権街頭啓発活動の実施      　　　　4回

人権尊重に関する出前講座の実施      3回、延べ参加者　269人

49) 多様な性・生き方に対する理解の浸透
　性の多様なあり方を認識し、性的少
数者（セクシュアル・マイノリティ）
に対する理解を進めるための啓発を図
ります。

共創まちづ
くり課、男
女平等・共
同参画課

性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)によるワークショップ開催等〔新規〕
Eフェスタ　H29.9.3～H29.9.10
・ワークショップ　井戸端喫茶「レインボー」の開催　H29.9.9
・パネル展示

50) 人権教育推進事業協力者会議及び人権
擁護連絡会議の開催
　人権教育推進事業協力者会議及び人
権擁護連絡会議を開催し、庁内及び関
係機関との連携の強化を図ります。

共創まちづ
くり課

人権教育推進事業協力者会議、人権擁護連絡会議の開催〔継続〕 人権教育推進事業協力者会議、人権擁護連絡会議の開催
　　3回

共創まちづ
くり課

人権相談の実施〔継続〕 人権相談の実施
　延べ42回開催

男女平等・
共同参画課

女性弁護士相談の実施〔継続〕 女性弁護士相談の実施
・毎月1回(原則第４金曜日・4人定員・6月のみ8人定員)
・12回開催・延べ52人利用

52) 男女平等問題処理委員会の設置・運営
　男女平等問題処理委員会を設置し、
人権侵害にかかる苦情の申し出を公平
に処理します。

男女平等・
共同参画課

男女平等問題処理委員会の設置・運営〔継続〕 男女平等問題処理委員会の設置・運営
・委嘱委員   3人（任期：H27.11.1～H29.10.31）
・委員会1回開催(状況報告) H29.3.2
・苦情の申出件数　0件

(2) 人権擁護体
制の推進

人権尊重を
進める教
育・学習の
推進

46)

担当部署

人権尊重にかかる研修・学習に対する
配慮
　保育士及び小・中・特別支援学校の
教諭の人権尊重意識の向上を図る研修
会への参加に配慮します。
　また、介護保険サービス事業者に対
し、人権尊重意識の向上を図る研修や
学習の必要性について、理解と周知を
図ります。

47)

51) 人権にかかる市民相談及び弁護士によ
る法律相談の実施
　市役所や男女平等推進センターにお
いて、人権にかかる市民相談や弁護士
による法律相談を実施します。

施策の方向 事業計画

小中学校における人権教育・福祉活動
の推進
　小・中学校等において、人権教育を
推進します。また、小学校児童の友愛
訪問活動や地域福祉活動への参加・協
力の促進を支援します。

(1)
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53) ひとり親家庭への助成等
　ひとり親家庭への経済的な負担を軽
減するため、各種資金の貸付や助成を
行います。また、精神的な負担を軽減
するため、ひとり親家庭への相談体制
の充実に努めます。

子ども・子
育て課

ひとり親家庭への助成等〔継続〕 ひとり親家庭への助成等
・福祉資金等の貸付　15件
・ひとり親家庭等医療費助成の受給資格者数　3,081人
・女性相談事業　298件
・児童扶養手当受給資格者数　 1,323人
・母子家庭自立支援給付金の支給　 8件
・ひとり親家庭等生活応援事業　 487人

54) 高齢者、障がい者の生活環境の整備・
充実
　高齢者の介護保険施設を整備し、施
設サービスおよび地域密着型サービス
の充実を図ります。また、高齢者、障
がい者が生活しやすい住宅改善・整備
費の助成を行います。

高齢介護課 介護保険施設等の整備〔継続〕 介護保険施設等の整備
　・特別養護老人ホームの設置　　　13か所
　・老人保健施設の設置　　　　　　7か所
　・介護療養型医療施設の設置　　　5か所
　・小規模多機能型居宅介護サービス事業所数　　　14か所
住宅改善資金助成　　助成件数15件

54) 高齢者、障がい者の生活環境の整備・
充実
　高齢者の介護保険施設を整備し、施
設サービスおよび地域密着型サービス
の充実を図ります。また、高齢者、障
がい者が生活しやすい住宅改善・整備
費の助成を行います。

社会福祉課 住宅改善・整備費助成〔継続〕 住宅改善・整備費助成　　　延べ10件

55) 高齢者の生きがいと社会参加の促進
　高齢者の生きがいと社会参加を促進
する事業の実施や支援に努めます。

高齢介護課 高齢者の健康と生きがい対策の実施〔継続〕 高齢者の健康と生きがい対策の実施
・シルバー人材センター運営支援　登録者 1,069人
・老人クラブ活動支援　　クラブ数 393

56) 障がい者の就労支援及びスポーツ・レ
クリエーション・文化活動等社会参加
支援
　障がい者が、自立した生活を営むこ
とができるよう、情報提供等の就労支
援に努めるとともに、スポーツ・レク
リエーション・文化活動等、社会参加
を支援します。

社会福祉課 障がい者福祉サービスに関する情報提供〔継続〕

障がい者の社会参加（スポーツ・レクリエーション・文化活動等）の支援〔継続〕

障がい者福祉サービスに関する情報提供

障がい者の社会参加（スポーツ・レクリエーション・文化活動等）の支援
・車椅子ツインバスケットボール教室
　　　　実施回数　　10回　　参加人数63人
・フライングディスク教室
　　　　実施回数　　15回　　参加人数322人
・ビーチボール教室
　　　　実施回数　　8回　   参加人数67人
・視覚障害者卓球教室
　　　　実施回数　　6回　　 参加人数52人

57) 複合的に困難な状況に置かれた人への
理解の促進
　障がい者や高齢者、外国籍市民であ
ること等による問題に加え、女性であ
ることで更に複合的に困難な状況に置
かれている場合について、庁内の関係
部署の連携により総合的な支援ができ
るよう取り組みます。

全課、男女
平等・共同
参画課

複合的に困難な状況に置かれた人に対し総合的に支援〔新規〕

困難な状況
にある人に
対する支援
の整備・充
実

(3) 困難な状況
にある人に
対する支援
の整備・充
実

(3)
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重点課題８　あらゆる暴力的行為や虐待等の根絶

取組状況・予定等 推進状況及び関連統計等

平成29年度（第２次プラン：初年度目） 平成28年度（後期事業計画：５年度目）

事業概要 事業概要

58) 高岡市ＤＶ対策基本計画に基づく施策
の推進
　高岡市ＤＶ対策基本計画に基づき、
ＤＶの防止及び被害者の保護に関する
取り組みを行います。

男女平等・
共同参画課

高岡市DV対策基本計画（第2次）に基づく施策の推進〔拡充〕
・庁内DV対策関係課会議（H29.5.25)
・高岡市DV対策関係機関連絡会の開催（H29.7.20）
・専任相談員による相談の実施
　　月～土曜日　9：30～16：30（ただし、木曜日は14：00～20：00）
・出前講座
　　若い世代へのデートDV等予防啓発の実施
　　中学校１年生を対象とした出前講座の実施　３校13クラス
　　平成25年度より実施、今年度市内全中学校を一巡

・庁内DV対策関係課会議（H28.5.26)
・高岡市DV対策関係機関連絡会の開催（H28.6.22）
・専任相談員による相談の実施
　　月～土曜日　9：30～16：30（ただし、木曜日は14：00～20：00）
・出前講座
　　若い世代へのデートDV等予防啓発出前講座　３校11クラス

59) 高岡市ＤＶ対策基本計画の進行管理及
び進捗状況の公表
　高岡市ＤＶ対策基本計画の進捗状況
の進行管理を行うとともに、毎年度、
実績をホームページ等で公表します。

男女平等・
共同参画課

HPでの公表〔継続〕 HPでの公表

子ども・子
育て課

要保護児童対策地域協議会及び実務者検討会議の開催〔継続〕 要保護児童対策地域協議会及び実務者検討会議の開催
　開催 4回(内研修1回）、個別ケース検討会議 115回

高齢介護課 高齢者虐待の相談実施〔継続〕 高齢者虐待の相談実施
　相談件数　延べ46件（H29.3)

61) 市役所におけるセクシュアル・ハラス
メントの防止に関する啓発及び相談対
応
　職場におけるセクシュアル・ハラス
メントの防止に関する基本方針によ
り、市職員に対し啓発するとともに、
職員からの相談に対応します。

人事課 職員からの相談対応〔継続〕
市職員に対する相談員（市担当職員）4人選任
　（人事課2人、男女平等・共同参画課1人、子ども・子育て課1人）

職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する基本方針の設置
　市職員に対する相談員（市担当職員）4人選任
                              （人事課2人、男女平等・共同参画課2人)
  相談件数0件
（H29.1.27総務部長通知）
男女雇用機会均等法の改正に伴い、被害を受ける者の性的指向や性自認に関わらず性的
な言動であればセクハラに該当する旨を周知

児童・高齢者虐待の相談の実施及び庁
内連携
　市役所等において、児童・高齢者虐
待の相談を実施するとともに、庁内外
の関係部署が連携し、より一層の予防
啓発と被害者支援に努めます。

担当部署

60)

施策の方向

配偶者等か
らの暴力の
防止

虐待や迷惑
行為の防止

事業計画

(2)

(1)
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重点課題９　国際化社会における理解と交流

取組状況・予定等 取組状況・予定等

平成29年度（第２次プラン：初年度目） 平成28年度（後期事業計画：５年度目）

事業概要 事業概要

62) 英語等活動講師及び外国語指導助手の
配置
　小・中・特別支援学校に英語等活動
講師や外国語指導助手（ALT)を配置し
ます。また、市内在住の外国籍児童・
生徒に対して日本語指導及び生活適応
指導を行います。

学校教育課 英語等活動講師の配置〔継続〕

外国語指導助手（ALT）の配置〔継続〕

市内在住外国人児童・生徒に対する日本語指導及び生活適応指導の実施〔継続〕

英語等活動講師の配置(H29.3.31)
　　5人（英語）　小学校26校・こまどり支援学校

外国語指導助手（ALT）の配置(H29.3.31)
　10人　小学校26校・中学校12校・こまどり支援学校

市内在住外国人児童・生徒に対する日本語指導及び生活適応指導の実施
    外国人教育指導講師の配置　8人（H29.3.31)

多文化共生
室

外国人生活相談の実施〔継続〕

外国人生活情報の提供〔継続〕

外国人生活相談の実施　(延べ相談件数2,806件）
　・ポルトガル語（毎週月～金曜日）、中国語（毎週水曜日）

外国人生活情報の提供
　市広報紙の発行（英語、ポルトガル語、中国語）
　洪水ハザードマップ外国語版の発行（英語、ポルトガル語、中国語）
　高岡市暮らしのガイド（英語、中国語、ポルトガル語）の発行
　

広報統計課 広報「たかおか市民と市政」の外国語版（要約版）の発行〔継続〕 広報「たかおか市民と市政」の外国語版（要約版）の発行
　英語版、中国語版、ポルトガル語版

市民病院 ポルトガル語・英語通訳の配置〔継続〕 ポルトガル語・英語通訳の配置
・ポルトガル語(ブラジル人）通訳の配置(H19.8～)
　　日時　8:30～15:30

※英語、中国語、ロシア語の患者については、必要の都度、通訳を依頼している。

観光交流課 外国人観光客対応案内板・標識の設置〔継続〕
　看板の新規設置・修繕を行う際には、英語表記を追加（または継続して記載）

外国人観光客対応案内板・標識の設置(H29.3末)
　全設置数：207枚
　うち英語表記対応：144枚（69.6%）

※H28年度実施分
　新高岡駅～瑞龍寺間に案内板17か所設置（うち英語表記対応15か所、未対応2か所）
　老朽化した看板の撤去13か所（うち英語表記対応4か所、未対応9か所）

健康増進課 外国語版の母子健康手帳の交付〔継続〕 外国語版の母子健康手帳の交付　　　25部発行

外国語版の乳幼児健康診査・問診票　約150部発行

64) 外国籍市民との交流イベントの開催及
び外国語通訳等ボランティアの充実
　外国籍市民と市民との交流を目的と
した国際交流フェスタの開催ととも
に、外国語の通訳等のボランティアの
充実に努めます。

多文化共生
室

ボランティアの登録〔継続〕

国際交流フェスタの開催〔継続〕

ボランティアの登録

国際交流フェスタの開催

男女平等・
共同参画課

男女平等推進センターにおける情報提供〔継続〕
・図書、資料、新聞等の設置
・開館時間　9:00～21:30
・休館日　毎月第4月曜日、12月29日～翌年1月3日

男女平等推進センターにおける情報提供
・図書、資料、新聞等の設置
・開館時間　9:00～21:30
・休館日　毎月第4月曜日、12月29日～翌年1月3日

多文化共生
室

国際交流センターの設置〔継続〕
・各種資料の設置
・トーキングサロンの開催
　　毎月第2・第4土曜日　14:00～15:30

国際交流センターの設置　 延べ利用者3,401人
・各種資料の設置
・トーキングサロンの開催
　　毎月第2・第4土曜日　14:00～15:30

66) 姉妹・友好都市および交流都市との交
流
　姉妹・友好都市などとの親善交流等
を実施します。また、交流都市などと
の交流活動を促進します。

多文化共生
室

・姉妹都市・友好都市（ブラジル・ミランドポリス市、アメリカ・フォートウェー
ン市、中国・錦州市｝などとの親善交流等の実施〔継続〕
・交流都市（イギリス・ベバリー町、中国・遼陽市｝などとの交流活動の促進〔継
続〕

姉妹・友好都市（ブラジル・ミランドポリス市、アメリカ・フォートウェーン市、中
国・錦州市）との交流

63)

担当部署

国際的な女性問題等への理解促進
　男女平等・共同参画の推進に関する
国際的な理解を深めるため、男女平等
推進センターや多文化共生室で情報の
収集・提供に努めます。

外国語版ホームページの掲載、外国人
の生活相談の実施及び情報提供の充実
　外国語版ホームページを掲載するな
ど、各種生活情報や観光情報が得やす
い環境づくりに努めます。
　市民病院において、外国人の患者に
対応するため、通訳を配置するととも
に、外国語を表記した問診票を使用す
るなど、外国人が利用しやすい環境を
整えます。

65)

施策の方向 事業計画

(1) 外国籍市民
との共生

（2）国際的な女
性問題等へ
の理解と国
際交流の推
進
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重点課題10　男女の生涯を通じた健康支援

取組状況・予定等 推進状況及び関連統計等

平成29年度（第２次プラン：初年度目） 平成28年度（後期事業計画：５年度目）

事業概要 事業概要

健康増進課 健康診査・保健指導の実施〔継続〕
・健康診査（対象：40歳以上医療保険未加入者）
・歯周疾患検診（40・45・50・55・60・65・70歳）
・若い世代の健康診査（対象：18～39歳）
・成人保健指導件数（対象：40歳以上）
　＊高岡市国民健康保険加入者の特定保健指導
　　（動機づけ支援・積極的支援の直営分）
・健康教育
・健康相談
・訪問指導

健康診査・保健指導の実施
・健康診査（対象：40歳以上医療保険未加入者）          受診率 8.0%
・歯周疾患検診（40・45・50・55・60・65・70歳）        受診率  2.6%
・若い世代の健康診査（対象：18～39歳）                受診者  543人
・成人保健指導件数（対象：40歳以上）
　＊高岡市国民健康保険加入者の特定保健指導
　　（動機づけ支援・積極的支援の直営分）　252件
・健康教育    集団教育  441回   延べ26,150人
・健康相談    重点相談   19回   　      70件
　　          総合相談  296回        4,809件
　　          電話相談  174件
　　          心の健康相談              41件
・訪問指導    2,070件

保険年金課 特定健康診査の実施（対象：40～74歳）〔継続〕

特定保健指導の実施〔継続〕

特定健康診査の実施（対象：40～74歳）

特定保健指導の実施
　動機づけ支援　261件　積極的支援　27件

68) がん検診の実施
　がん検診を実施し、がんの早期発
見、早期治療に結びつけることによ
り、がんによる死亡の減少に努めま
す。

健康増進課 がん検診の実施〔継続〕
　肺がん検診の集団がん検診のデジタル撮影の実施により、精度管理が向上した。

がん検診の実施
　胃がん（23.8％）、肺がん（28.7％）、大腸がん（27.4％）、
　前立腺がん（19.8％）

69) 地域がん診療連携拠点病院としての取
り組みの実施
　包括的がん医療センターを設置し、
がん患者会への支援や患者・家族の療
養・相談支援体制の整備、外来化学療
法の充実、緩和ケア外来・緩和ケア病
棟の開設など、がん医療の提供に努め
ます。

市民病院 マンモグラフィー検診の実施〔継続〕

乳腺専門外来実施〔継続〕

看護専門外来の実施〔継続〕

マンモグラフィー検診の実施　　受診者 2,052人

乳腺専門外来実施
　第２、第４木曜日 14:00～16:00

看護専門外来の開始（H25.4）
　認定看護師による乳がん看護や放射線療法等に関する相談

70) 健康づくり活動への市民参加促進
　健康づくりボランティアの活動や各
種健康教育事業への市民参加を促進し
ます。

健康増進課 地域での健康講座や歩こう会の開催〔継続〕

健康づくり推進員等によるがん予防啓発活動の実施〔継続〕

大型食料品店等での食育活動や寸劇による食育の普及・啓発〔継続〕

地域での健康講座や歩こう会の開催

健康づくり推進員等が、がん予防啓発活動

大型食料品店等での食育活動や寸劇による食育の普及・啓発

71) 市民の健康増進・体力向上のための場
と機会の提供
　学校体育施設の開放や地域における
スポーツクラブの設置など、市民の健
康増進、体力向上のための場と機会の
提供を行います。

体育保健課 学校体育施設の開放やスポーツクラブの設置〔継続〕
・学校体育施設（体育館・グラウンド）の課業時間外の一般利用開放の実施
・スポーツ・レクリエーション大会、スポーツ大会の開催
・総合型スポーツクラブ設立支援
・スポーツ施設の利用提供

学校体育施設（体育館・グラウンド)の課業時間外の一般利用開放の実施
　中学校　12校、小学校　26校 (H29.3.31)

スポーツ・レクリエーション大会、スポーツ大会の開催
・高岡スポーツ・レクリエーション大会（15種目）
・市民スポーツ大会（9種目）
・高岡万葉マラソン大会
・スポーツ教室
　通年コース、短期コース、施設企画コース

総合型地域スポーツクラブ設立支援(H29.3)
　1箇所（クラブ名：高岡スポーツユナイテッド）

72) 健康増進課 心身の健康に関する個別健康相談窓口の設置〔継続〕 心身の健康に関する個別健康相談窓口の設置
　延相談件数41件

高齢介護課 高齢者の心身の健康に関する個別健康相談窓口の設置〔継続〕 高齢者の心身の健康に関する個別健康相談窓口の設置
　95回　延相談件数 1,155件

社会福祉課 心身の健康に関する個別相談機関一覧リーフレットの配布〔継続〕 心身の健康に関する個別相談機関一覧リーフレットの配布
　自殺予防週間において「街頭キャンペーン」を開催
　　平成28年９月９日　イオンモール高岡　　450人

健康管理・
保持増進の
ための支援

担当部署

67)

心身の健康に関する個別相談の実施
　市民の心身の健康に関する個別相談
を実施し、健康管理の支援に努めま
す。
  特に、自殺やうつなど心の相談につ
いては、県の心の相談センターや厚生
センターとの密接な連携を図ります。

施策の方向

(1)

事業計画

特定健康診査及び特定保健指導の実施
　特定健康診査を実施し、計画的な保
健指導等を行います。
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学校教育課 発達段階に応じたHIV/エイズ、薬物乱用についての指導〔継続〕

児童・生徒への禁煙教育の実施〔継続〕

発達段階に応じたＨＩＶ/エイズ、薬物乱用についての指導
・指導時間　小学校全学年　12時間
　中学校全学年　9時間・中学校全学年で薬物乱用防止教室の開催（年1回）
児童・生徒への禁煙教育の実施
　小学校6年生　1～2時間
　中学校1～3年生　1～2時間
　保健体育の授業にて実施

健康増進課 HIV/エイズや薬物乱用予防等にかかるポスターの掲示やチラシの設置〔継続〕

喫煙についての情報提供と予防の推進〔継続〕

ＨＩＶ/エイズや薬物乱用予防等にかかるポスターの掲示やチラシの設置
　3か所・4枚
喫煙についての情報提供と予防の推進
・禁煙啓発普及　　5月31日～6月6日禁煙週間にポスターの掲示
（健康増進課、本庁や支所等）、チラシの配布、ツイッターによる情報提供等
・妊娠届時に妊婦やその家族に禁煙及び分煙指導
・乳児家庭全戸訪問時、乳幼児健診時に父母やその家族に禁煙及び分煙指導

管財契約課 本庁舎等における喫煙にかかる健康対策の実施〔継続〕 本庁舎等における喫煙にかかる健康対策の実施
・分煙機の設置 ３台（H29.3.31）

人事課 職員の喫煙にかかる健康対策の実施〔継続〕 職員の喫煙にかかる健康対策の実施
・執務室における禁煙の周知

市民病院 市民病院内における喫煙にかかる健康対策の実施〔継続〕 市民病院内における喫煙にかかる健康対策の実施
・禁煙外来開設（H19.6～）
・病院敷地内禁煙の実施（H19.4.1～）

(2) 妊娠・出産
等に関する
健康支援

74) 妊娠、出産、育児について学ぶ機会の
確保
　保健センターにおいて、「パパとマ
マの育児講座」を開催し、夫婦が安全
な妊娠、出産、育児について学ぶ機会
を確保します。

健康増進課 パパとママの育児講座の実施〔継続〕 パパとママの育児講座の実施
　5回　延べ参加者353人

75) 女性を生涯にわたって診療する体制の
確保
　女性専門外来の開設など、女性を生
涯にわたって診療する体制を確保し、
女性が自分の健康状態について気軽に
相談できるよう努めます。

市民病院 女性を生涯にわたって診療する体制の確保と実施〔拡充〕
・女性専門外来の実施
・思春期外来の実施
・不妊外来の実施
・乳腺専門外来の実施
・助産師外来の実施
・看護専門外来の実施

女性専門外来の実施（平成16年～）　毎週火・木曜日 14:00～15:00
思春期外来の実施（平成14年～）　　毎週火・木曜日 16:00～16:30
不妊外来の実施（平成16年～）　　　月・水・金曜日 17:00～18:00
乳腺専門外来の実施（平成22年～）　毎週月曜日　13:00～15:00
                                  毎週木曜日  14:00～16:00
看護専門外来の実施（平成25年～）
　母乳育児に関する相談
　認定看護師による乳がん看護や放射線療法等に関する相談

76) 妊産婦医療費助成及び不妊治療費助成
の実施
　妊産婦の一部対象疾病に医療費の助
成を行います。また、不妊治療に要す
る経費の一部を助成します。

子ども・子
育て課

福祉資金等の貸付〔継続〕
　
女性相談事業〔継続〕
　
母子家庭自立支援給付金の支給〔継続〕

ひとり親家庭等生活応援事業〔継続〕

　　福祉資金等の貸付　　15件
　　ひとり親家庭等医療費助成の受給資格者数　　3,081人
　　女性相談事業　　298件
　　児童扶養手当受給資格者数　　1,323人
　　母子家庭自立支援給付金の支給　　8件
　　ひとり親家庭等生活応援事業　　487人

77) 妊産婦・乳幼児健康支援事業の実施
　妊産婦や乳幼児の健康を支援するた
め、健康診査を実施するとともに、健
康教室を開催します。

健康増進課 乳幼児健康診査の実施〔継続〕

母子保健相談・指導〔継続〕

妊産婦・乳児の一般・精密健康診査、訪問指導の実施〔継続〕

乳幼児健康診査の実施
・3～4か月児健康診査     受診率　98.5%
・1歳6か月児健康診査     受診率　98.1%
・3歳児健康診査          受診率　98.0%

母子保健相談・指導
・母子健康相談      765回・延べ相談件数2,968件
・母乳育児相談      12回・延べ相談件数100件
・幼児保健相談      18回・延べ相談件数158件
・はじめての離乳食教室   12回・延べ相談件数  220件

妊産婦・乳児の一般・精密健康診査、訪問指導の実施
・妊婦一般検診　　述べ受診者数　　14,146人
・妊婦精密検診　　述べ受診者数　　3人
・乳児一般検診　　述べ受診者数　　1,913人
・乳児精密検診　　述べ受診者数　　37人

(1) ＨＩＶ／エイズ、薬物乱用、喫煙等に
関する指導・意識啓発
　小・中・特別支援学校の児童・生徒
に対し、発達段階に応じてＨＩＶ／エ
イズ、薬物乱用等に関する指導を行う
など啓発に努めます。
　また、国や県の発行するポスターや
チラシなどにより市民への意識啓発を
図ります。
　たばこと健康に関する正しい知識の
普及や喫煙者への禁煙指導に取り組
み、市民の健康支援に努めます。
　市役所や市民病院などの公共施設に
おける分煙・禁煙対策に努めます。

73)健康管理・
保持増進の
ための支援
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78) こども医療費助成の実施
　子どもが適正な治療を受けることの
できる環境づくりのため、こども医療
費の助成を実施します。

子ども・子
育て課

子ども医療費助成の実施〔拡充〕
　H29.4.1～　現物給付対象地域の拡大（南砺市が追加）
　H29.10.1～　所得制限の撤廃（予定）（6月定例会案件）

こども医療費助成の実施
　０歳～中学校3年生　 登録者18,691人

79) 発達段階に応じた性教育の実施
　小・中・特別支援学校の児童・生徒
に対し発達段階に応じて性教育を行
い、性に関する科学的な知識、生命を
尊重する態度及び行動について学ぶ機
会を確保します。

学校教育課 発達段階に応じた性教育の履修〔継続〕 発達段階に応じた性教育の履修
・履修時間
　小学校全学年　12時間
　中学校全学年　9時間

80) リプロダクティブ・ヘルツ／ライツの
概念等に対する理解の浸透
　あらゆる世代の女性の性の自己管
理、自己決定の尊重を図るため、男女
平等推進センターにおいて、リプロダ
クティブ・ヘルツ／ライツ（性と生殖
に関する健康と権利）の概念や男女の
性に関する情報の収集・提供に取り組
みます。

男女平等・
共同参画課

男女平等推進センターサロンにおける図書等の設置〔継続〕
・開館時間　9:00～21:30
　（毎月第4月曜日・年末年始は休館）
・図書類の整備・貸出
　

男女平等推進センターサロンにおける図書等の設置
・開館時間　9:00～21:30
　（毎月第4月曜日・年末年始は休館）
・図書類の整備・貸出
　　図書　　825冊（貸出実績　延べ1件）
　　ビデオ・ＤＶＤ　 59本（貸出実績　延べ0件）
　※上記のうち、性・からだに関する図書の
　　整備状況　26冊（貸出実績　延0件）

(2) 妊娠・出産
等に関する
健康支援
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基本目標Ⅳ　計画の総合的な推進

重点課題11　プランの総合的推進

取組状況・予定等 推進状況及び関連統計等

平成29年度（第2次プラン：初年度目） 平成28年度（後期事業計画：５年度目）

事業概要 事業概要

81) 市民等との連携・協力による男女平等
推進センター事業の推進
　講座やイベントの開催に際しては、
男女平等推進センターによる企画講座
のほか、市民企画講座、学習支援講座
など、市民や各団体のニーズを取り入
れることとします。

男女平等・
共同参画課

男女平等・共同参画基礎講座等、センター企画講座の開催〔継続〕
　
粋メンプロジェクトの推進〔継続〕
・父と子（祖父と孫）で作る　輪ゴムプルバックカー（H29.8.5)
・防災用保存食を使った簡単料理（12月開催予定）
　
プラン情報誌「ありーて」発行〔継続〕
　年1回　5,000部

センターだより「ありーてめいと」発行〔継続〕
　年6回（偶数月）　1,200部／回

図書類の整備・貸出〔継続〕

男女平等・共同参画基礎講座等、センター企画講座の開催
　　3講座（6回）開催、延べ参加者112人
　
粋メンプロジェクトの推進
・親子で作る　しましま模様のバスケット　　 　参加者14組35人
・プロの料理人から学ぶ簡単中華料理（H28.12.3）参加者15人

プラン情報誌「ありーて」発行　年1回　5,000部

センターだより「ありーてめいと」発行　年6回（偶数月）1,200部／回

図書類の整備・貸出
　　図　書　　825冊（貸出実績　延べ1件）
　　ビデオ・ＤＶＤ　 59本（貸出実績　延べ0件）

82) 男女平等推進センター登録活動団体数
や施設利用者の拡大
　男女平等推進センターの活動登録団
体数や施設利用者数の拡大に努めま
す。

男女平等・
共同参画課

男女平等推進センター登録活動団体や施設利用者の拡大〔継続〕 男女平等推進センター登録活動団体や施設利用者の拡大

83) 男女平等推進センター事業におけるア
ンケート調査の実施
　男女平等推進センターで実施する講
座やイベントの際は参加者へのアン
ケートを行うことで市民ニーズ等を把
握し、今後の事業展開の参考としま
す。

男女平等・
共同参画課

センター講座開催時におけるアンケート調査の実施〔継続〕 センター講座等開催時におけるアンケート調査の実施

84) プランの進行管理及び進捗状況の公表
　プランの遂行に当たっては、PDCAサ
イクルにより達成状況を点検・評価
し、その後の取り組みに反映させま
す。
　プランの毎年の進捗状況はホーム
ページ等で公表します。

男女平等・
共同参画課

年次報告書の作成、ホームページでの公表〔継続〕 年次報告書の作成・ホームページでの公表

85) 男女平等推進市民委員会等の開催
　有識者や市民・各団体の代表で構成
する「高岡市男女平等推進市民委員
会」を開催し、市における男女平等・
共同参画の諸施策について意見を伺い
ます。
　庁内における男女平等・共同参画施
策の推進の連携を図るため、「高岡市
男女平等推進庁内連絡会議（幹事会・
主任会議）」を開催します。
　市における男女平等・共同参画に関
する普及啓発事業に関する意見交換等
の場として「高岡市男女平等推進セン
ターネットワーク会議」を開催しま
す。

男女平等・
共同参画課

高岡市男女平等推進市民委員会の開催〔継続〕（H29.8.24）

市男女平等推進庁内連絡会議の開催〔継続〕(H29.8.22)
　議題：プランの取り組みについて

高岡市男女平等推進センターネットワーク会議・全体会議〔継続〕
　　2回（H29.5.23、H30.3予定）

市男女平等推進市民委員会（H28.5.10、H28.10.28、H29.2.15）

市男女平等推進庁内連絡会議の開催(H28.4.4、H28.10.5)
　議題：プランの取り組み状況について
　　　　男女平等・共同参画に関する意識・実態調査について
　　　　男女平等プラン、ＤＶ対策基本計画の策定について

市男女平等推進センターネットワーク会議・全体会議
　2回（H28.5.25 、H29.3.9 ）

担当部署

(1) 男女平等・
共同参画の
理解・促進

(2) 推進体制の
充実・強化

施策の方向 事業計画
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