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１ 男女平等推進プランの体系  

「 認めあい 支えあい 共に輝く ひと と まち 」を目指して、次の５つの基本目標を柱とし、 

11の重点課題を掲げています。そして、その重点課題解決のために25の施策の方向からの取組 

を行います。 

 

 

<基本目標> <重点課題> <施策の方向>

Ⅰ
 男女が あらゆる
分野に平等に参
画できる機会の
確保

Ⅱ
 家庭生活や仕
事、地域活動等
における平等な
参画とそれらが
両立できる環境
の整備

Ⅲ
男女が個人として
尊重され､ 能力が
発揮できる環境の
整備

 Ⅳ
 男女の健康の
 確保

Ⅴ
計画の総合的な
推進

認
め
あ
い
 

支
え
あ
い
 

共
に
輝
く
 

ひ
と
 
と
 
ま
ち

(1)子育て支援の整備・充実

(2)ひとり親家庭等への自立支援の整

備・

(3)高齢者、障害者への介護・自立支援

の

・男女の共同意識の促進

(1)地域における在住外国人との共生

(2)国際的な女性問題等への理解と

　国際交流等の推進

(1)雇用の場における男女平等の視点

   の促進

(2)女性の能力開発・育成の促進

(1)子育て支援の整備・充実

(2)ひとり親家庭等への自立支援の整備・

   充実

(3)高齢者、障害者への介護・自立支援

   の整備・充実

(1)男女平等・共同参画の理解・促進

(2)推進体制の充実・強化

(1)健康管理・保持増進のための支援

(2)妊娠・出産等に関する健康支援

(3)健康をおびやかす問題についての対策

   の推進

(3)人権擁護体制の推進

(1)学校教育等での人権尊重を進める学習

   の推進

(2)生涯学習での人権尊重を進める学習

   の推進

(1)配偶者等からの暴力 ( ドメスティック・

   バイオレンス)の防止

(2)子どもや高齢者等の虐待の防止

11 プランの有機的な推進

10 男女の生涯を通じた健康
 　  支援

7 仕事の場における男女の
  共同参画の推進

8 人権尊重の意識の醸成

9 あらゆる暴力的行為や虐待

　の根絶

6 国際化社会における理解
  と交流

5 家庭・地域活動における
  男女の相互協力の推進

4 仕事と育児・介護等とを
  両立するための環境の整備

(1)市の施策・方針決定過程への共同参画

  の促進

(2)事業者の方針決定過程への共同参画

  の促進

(3)地域活動組織等の方針決定過程への

  共同参画の促進

(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

(2)多様な選択を可能にする教育、学習等

    の充実

(1)市民の参画への支援

(2)参画とまちづくりとの有機的な連携

  の促進

1 政策･方針決定過程への

  男女平等・共同参画の推進

2 固定的な性別役割分担意識

  等による慣行等の解消

3 地域活動の場での協働や

  男女平等・共同参画の推進



基本目標Ⅰ　男女があらゆる分野に平等に参画できる機会の確保

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

(1) 1 都市経営課

○

■
■

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。
・女性委員比率(H22.3.31)　27.8%
　※あて職を除いた場合　　31.5%
・女性委員なし委員会等数(H22.3.31)　6委員会
・公募委員あり委員会等数(H22.3.31)　13委員会
指標名　：審議会・委員会への女性登用率
目標数値：30%以上(H23年度)

○

■
■

行政委員会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。
・女性委員比率(H22.3.31)　18.0％
　※あて職を除いた場合(H22.3.31)　　34.6%
指標名　：行政委員会への女性登用率
目標数値：20%以上(H23年度)

農業水産課 ○ 市農林水産業振興プランで女性の参加促進を掲げ女性
委員の登用の啓発を行う。
・農業委員会の女性委員比率(H22.3.31）   6.9%
　※あて職を除いた場合(H22.3.31）　　  28.6%

2 行政相談委員、人権擁護委員な
どの国・県へ推薦する委員につ
いて、女性の推薦に配慮する｡

市民協働課 ○

○

行政相談委員（総務省）女性委員比率　(H22.3.31)
　40%
人権擁護委員（法務省）女性委員比率　(H22.3.31)
　28.6%

3 総務課 ○

○

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
　1回・延参加者2人
新成人のつどいにおける選挙・投票に関するパンフ
レットの配布枚数　1,700枚

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実施、情報発信・
提供
・センター企画講座
　「男女共同参画週間（6/23～6/29）
　　男女平等・共同参画基礎講座」
（テーマ）　“これからの生き方・働き方”
　　　　　　 “人生は協働”で！
　　2回開催、受講者数：32人

・「男女平等ＥＸＰＯ高岡2009」の開催
（テーマ）　ワーク・ライフ・バランス
　　参加者数：180人
・情報誌等の発行
　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　4月と10月　6,000部×2回発行
（特集：女性の視点からの防災、輝く高岡の女性）
　②センターだより『ありーてめいと』
　　発行　偶数月隔月　1,100部×6回発行

生涯学習課 〇 高岡ニューリーダーアカデミーの実施
　
　受講者数21人
　政策提案会、交流会

施策の方向 具体的施策 担当課

市の施策・立案の決定の場に参
画していくことの大切さや政治
に関する意識の高揚について、
男女平等推進センター講座を始
め、ニューリーダーアカデミー
等の青年教育等で啓発する｡ま
た、新成人のつどいにおいて、
選挙権を行使することの重要性
にかかるパンフレットを配布
し、意識啓発を図る｡

「高岡市の委員会等の設置及び
運営に関する基本方針」や｢高
岡市農林水産業振興プラン｣等
に基づき、審議会・委員会及び
行政委員会における女性登用に
努めるとともに、女性の参画が
少ない委員会等に対して、女性
の参画を働きかける。また、女
性委員比率の調査・把握に努め
る。

全課

都市経営課、
男女平等・共
同参画課

施策の実施状況及び関連統計等

平成21年度（前期計画：3ヶ年度目）

事業概要

市の施策・
方針決定過
程への共同
参画の促進
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4 市の施策・事業に対して、市民
が関心を広げ、参画していくた
め、市の計画策定等において、
パブリック・コメントの活用を
図る｡

全課
児童育成課
都市経営課
情報政策課
男女平等・共
同参画課
都市計画課

○ 市の計画策定等における市民意見の募集
・高岡市次世代育成支援行動計画（後期計画）
・高岡市行財政改革推進方針（Ｈ２２～Ｈ２６）
　－行財政改革アクションプラン－

5 人事課 ○ 女性職員の登用

・一般行政職の女性比率(H21.4.1)
　副主幹以上 27.9%（125人/448人）
　管理職(主幹以上) 17.2%（55人/320人）

学校教育課 ○ 女性職員の登用

・小・中・特別支援学校女性管理監督教職員
　比率(H21.4.1)
　女性校長35.0%
　女性教頭31.1%

(2) 6 産業企画課 ○ ポジティブ・アクション実践セミナーの共催
（主催：財団法人21世紀職業財団）
　未実施

男女平等・共
同参画課

○ 男女平等・共同参画基礎講座の開催
対象者：事業所総務担当者
延参加者：32人

(3) 地域活動組
織等の方針
決定過程へ
の共同参画
の促進

7 全課
児童育成課
男女平等・共
同参画課

○ 各種機会を通じた、女性参画についての周知等
・高岡市戸出児童センター母親クラブ　　　　1回
・JA高岡女性部研修会　　　　　　　　　　　1回
・高岡市更正保護女性会研修会　　　　　　　1回
・高岡市太田小学校PTA研修会　　　　　　　 1回
・高岡市職員労働組合女性部研修会　　　　　1回

市民協働課 ○ 女性の登用

・地域活動団体における女性役員比率(H21.4.1)
　　連合自治会長　0.0％
　　自治会長 1.0％

生涯学習課 ○ 女性の登用

・市立小・中・特別支援学校の女性ＰＴＡ会長
　比率(H21.4.1)　0％
・市立公民館の女性館長比率(H21.4.1)　2.7％

社会福祉課 ○ 女性の登用

・高岡市社会福祉協議会の女性役員
　（理事・評議員）比率(H21.4.1)　 14.8％

企業や個人事業者を対象にした
女性登用促進等にかかるセミ
ナーを、財団法人21世紀職業財
団等と共に開催し、周知に努め
る｡
また、企業や個人事業者へポジ
ティブ・アクション等の情報提
供を行い、女性登用促進等につ
いて理解を求める｡

自治会・ＰＴＡ・地区社会福祉
協議会等の団体の方針決定の場
への女性の参画について、理解
や周知を図っていく｡
団体の会長職等に携わる女性の
比率についての把握に努める｡

市一般行政職の副主幹職以上職
員(係長相当職以上)の登用につ
いて、性別にかかわらず、職員
個々の能力や意欲等により行
う｡
副主幹職以上職員及び校長、教
頭等（管理監督教職員）の女性
登用率について、継続して調
査・把握に努める｡

事業者の方
針決定過程
への共同参
画の促進

3 



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

(1) 8 全課 ○ 男女共同参画の取組

社会福祉課 ・福祉活動員の女性比率(H22.3.31)　　　75%

高齢介護課 ・高齢福祉推進員の女性比率(H22.3.31)　63.5%

健康増進課 ・各種活動団体女性比率(H22.3.31)
　　①健康づくり推進員　70.8％
　　②ヘルスボランティア97.5％
　　③食生活改善推進員　98.4％

体育保健課 ・体育指導委員の女性比率(H22.3.31)　31.48%
　162人のうち女性体育指導委員51人

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の女性比率
　(H22.3.31)　48.4%

9 農業水産課 ○ 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）
　23回開催　延参加者237人

○ 高岡市食育推進会議を設置し、高岡市の食育を推進
・委員10人(男4人、女6人）

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
・センター企画講座
　①女性のための護身術
　　　～自分を守れる私になろう～
　　　1回開催、受講者数：17人
　②ねっこ塾・夏のイメージアップ大作戦
　　2回開催、受講者数：47人
　③男性のための働く心得講座
　　2回開催、受講者数：15人
　④ねっこ塾
　　（20～30代の若者に贈る「自分を変えるコツ」）
　　2回開催、受講者数：37人

・情報誌等の発行
　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　4月と10月　6,000部×2回発行
（特集：女性の視点からの防災、輝く高岡の女性）
　②センターだより『ありーてめいと』
　　発行　偶数月隔月　1,100部×6回発行

10 実施事業に、男女平等・共同参
画を妨げる状況がないかについ
て、常に検討・配慮を行う｡
市の広報紙・情報誌、パンフ
レット・リーフレット及びイン
ターネットのホームページ等に
おける表現が、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。

全課

男女平等・共
同参画課、広
報統計課

○

○

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

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。

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・生涯スポーツ指導
員・体育指導委員・富山県男女
共同参画推進員等団体活動が、
男女の共同参画の視点で取り組
まれるよう、研修機会等を通
じ、理解や周知を図っていく｡

職場、家庭、地域活動、教育等
の様々な場において、女性がい
きいきと参画と活躍ができるま
ちづくりに積極的に取り組む。
性別の偏りに起因する慣行・慣
習について、意識しかつ見直し
ていく視点の大切さを、男女平
等推進センター等の情報誌や講
座で啓発する｡

具体的施策

施策の実施状況及び関連統計等

施策の方向

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

担当課

事業概要

平成21年度（前期計画：3ヶ年度目）
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11 人事課 ○ 男女平等・共同参画の正しい理解・浸透にかかる市職
員研修の実施
・新規採用者研修　1回・参加者80人
・主査研修  　　　1回・参加者9人

児童育成課 ○ 男女平等・共同参画の正しい理解・浸透にかかる研修
の実施
・保育士職員の研修　 　　　2回・延参加者55人
・学童保育指導員等研修等 　２回・延参加者83人

生涯学習課 〇 男女平等・共同参画の正しい理解・浸透にかかる研修
の実施
　　放課後子ども教室指導員研修（県主催）1回
　　高岡市からの延参加者　2名

12 男女平等問題処理委員会の運営
に努め、市の男女平等・共同参
画施策に関する市民等の申出に
対し、公正な対応・処理を行
う。

男女平等・共
同参画課

○ 男女平等問題処理委員会の運営
　・委嘱委員   3名
　・委員会１回開催(委嘱、状況報告)
　・苦情の申出件数　0件

(2) 多様な選択
を可能にす
る教育、学
習等の充実

13 幼稚園・学校教育の場におい
て、児童の個に応じた、一人ひ
とりの適性を生かす指導を行
う｡

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
　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

14 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、体験学習を行
う｡

学校教育課 ○ ものづくり・デザイン科授業の実施
　年間35時間・4,808人
　（小学校5・6年生、中学校1年生）

15 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
の参加に配慮する｡

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
　研修会等の周知と参加への配慮を行っている。

16 人事課 ○ インターンシップの受入
大学生4人
(総務部、産業振興部、生活環境部、福祉保健部）

学校教育課 ○ 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

健康増進課 ○ 職場訪問受入
　　中学生　6人

市民病院 ○ 職場訪問等の受入
　中学生 　 4人
  高校生   64人
　大学生  128人

水道局総務課 ○ 職場訪問等の受入
　中学生　3人

消防本部総務
課

○ 職場訪問等の受入
　中学生　31人

職員研修所において、男女平
等・共同参画についての市職員
研修を行う｡
保育士及び公民館や放課後児童
育成クラブ（学童保育）、放課
後子ども教室の指導員等への男
女平等・共同参画についての研
修・学習機会の充実を図る｡

市は、インターンシップ制度等
の普及に努める｡
職場訪問・就業体験の事業所と
して、児童・生徒や大学生を受
け入れていく｡
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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

(1) 市民の参画
への支援

17 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ネットワークＥ
ネットのＥフェスタ開催支援
　7日間開催・延参加者471人

市民企画講座に対する支援
　2講座〔4回〕開催・延参加者81人

市民の学習に対する支援（学習支援事業）
　1講座〔1回〕開催・延参加者18人

市民団体等が独自に企画する講座への講師協力（セン
ター相談員講演）
・富山県男女共同参画推進員高岡連絡会　3回
・キラッと福岡ネット　　　　　　　　　1回
・NPO法人Nプロジェクトひと・みち・まち1回

生涯学習課 ○

○

（芸術・文化振興団体）
　芸術・文化団体への補助金助成　24団体

女性リーダーの育成支援
　アバンサルプラザ講座2回・延参加者1,043人
　アバンサルプラザ講座高岡学塾
　７回・延参加者997人

体育保健課 ○ （体育団体）
　体育団体育成助成　8団体

産業企画課 ○ （伝統産業等振興団体）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

18 市民活動に関する相談や情報提
供及び活動団体等の自立・連携
や協働意識の啓発を図る講座・
フォーラムを実施する｡

  

市民協働課

○

○

○
■
■

市民活動支援・協働推進講座開催
　　3回・参加者56人
市民活動に関する相談及び情報提供

認証ＮＰＯ法人数　32
指標名　:ＮＰＯ法人数
目標数値:50法人(H23年度)

(2) 参画とまち
づくりとの
有機的な連
携の促進

19 市民協働課 ○

■
■

市と市民との協働の促進　協働事業数　99(H21.4)

指標名　:協働事業数
目標数値:100事業(H23年度)

環境サービス
課

○ 市民の手による美しいまちづくりの推進
　・美化清掃活動実施団体41団体
　・環境美化ボランティア登録者数(H22.3.31)
　　2,730人(うち女性約800人)

消防本部総務
課

○ 消防団活動における市民参画の促進
・市消防団における女性消防団員の比率
　(H22.3.31)8.7%

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活動の実施
　・推進員学習会等の実施　12回
　・広報誌の発行　２回（自治会班回覧）
　・啓発普及地区活動　　31地区
　　（市プラン説明・宣言文唱和　18地区）

20 市民活動団体が、組織の概要や
活動情報等をインターネットで
発信し、地域社会との連携をよ
り深めていけるよう支援する｡

市民協働課 ○ たかおか市民活動情報ポータルサイトの運営
　登録団体 43団体(H21年度末)

21 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、
タウンミーティングの開催や市
政モニター事業を実施する。

広報統計課 ○

○

市長の対話活動の実施
　わがまちトーク（地区別）20回開催
　ふれあいトーク（テーマ・分野別）4回開催
市政モニターの実施

男女平等・共同参画の推進のた
めに、地域女性ネット高岡、高
岡女性の会連絡会、Ｅネット
（男女平等推進センター登録活
動団体ネットワーク）等のグ
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
対し支援する｡
また、地域で活躍する女性リー
ダー育成の研修を行う。

行政と市民・事業者等が、防
災・災害復興・観光・環境保全
等の様々な分野における協働の
まちづくりを進める。
新たな市民の参画の促進と女性
の関心や知識・経験を活かした
地域課題の発見・解決に努め
る｡

施策の実施状況及び関連統計等

平成21年度（前期計画：3ヶ年度目）

事業概要

施策の方向 具体的施策 担当課
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基本目標Ⅱ　家庭生活や仕事、地域活動等における平等な参画とそれらが両立できる環境の整備

重点課題４　仕事と育児・介護等とを両立するための環境の整備

(1) 子育て支援
の整備・充
実

22 児童育成課 ○

■
■
○

■
■

特別保育の実施
・実施状況(H22.3.31)
　　延長保育　32か所
　　夜間保育　１か所
　　休日保育　４か所
　　一時保育　25か所
　　病児・病後児保育 1か所
　　病児・病後児保育 2か所（体調不良児型）
　　　計　　  65か所
指標名　:特別保育の実施保育所数
目標数値:64箇所(H23年度)　達成
子育て支援センターの開設・運営
・開設・運営状況(H22.3.31)
  　3か所・31,258組
指標名　:子育て支援センターの年間利用者数
目標数値:30,000組(H23年度)　達成

生涯学習課 ○

○

赤ちゃんの部屋開設・運営
　・開設・運営状況(H22.3.31)　3か所
　　川原、野村、立野　延利用者419組
ファミリーポケットの開設・運営
　・開設・運営状況(H22.3.31)　6か所
　　平米、木津、牧野、成美、東部、古府公民館
　　延利用者723組

23 児童育成課 ○

○

ファミリー・サポート・センターの開設・運営
　・開設・運営状況(H22.3.31)
　　会員数308人・延利用者1,515人

放課後児童クラブの実施
　・実施状況(H22.3.31)
　　27か所設置・会員数991人・延利用者12,234人

産業企画課 ○ 保育サポーター養成講座の周知
（主催：財団法人21世紀職業財団）

生涯学習課 〇 放課後子ども教室の開設・運営
　28教室・延利用者34,600人

24 児童育成課 ○ 家庭児童相談の実施
延 28件

健康増進課 ○ 育児相談の実施　延2,975件

少年育成セン
ター

○ 青少年の悩みごと相談の実施　延602件

学校教育課 ○

○

○

○

■
■

カウンセリング指導員（教員）配置状況
（H22.3.31)・中学校　5校、5人
スクールカウンセラー（臨床心理士等）配置状況
（H22.3.31)・小学校　9校、6人
　　　　   ・中学校 12校、9人

子どもと親の相談員配置状況
（H22.3.31)・小学校　3校、3人
心の教室相談員配置状況
（H22.3.31)・小学校  5校、5人
指標名　:心の教室相談員の人数
目標数値:27人(H23年度)

25 乳児家庭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４か月までの乳児のいる家庭
を保健師が訪問する｡

健康増進課 ○

■

■

生後4か月までの乳児の家庭訪問の実施
　・延1,358件訪問
　・3か月児健診時調査の結果、育児に自信がもて
　　なくなることがあると感じる母親の割合
　　31.0%
指標名　:育児に自信がもてなくなることがあると
         感じる母親の割合
　　　　　(3か月児健診時調査の結果)

目標数値:30％未満(H23年度)

平成21年度（前期計画：3ヶ年度目）

事業概要

ファミリー・サポート・セン
ターや放課後児童育成クラブ
（学童保育）、放課後子ども教
室など地域住民の参加・協力に
よる児童の健全育成活動の充実
に努める｡

子育て家庭における育児不安及
び児童の育成に関する電話相談
や青少年の悩みや生活上の諸問
題に対する相談を行う｡
小・中学校におけるカウンセリ
ング相談員・スクールカウンセ
ラーの配置に努める｡

保育所における通常保育及び特
別保育（延長保育、休日保育、
一時保育、夜間保育等）の拡充
に努める｡
保育所などでの子育てサロンや
公民館での赤ちゃんの部屋、
ファミリーポケット等情報交換
の場の提供に努める｡

施策の方向 具体的施策 担当課

施策の実施状況及び関連統計等
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26 市職員子育て支援プログラムに
よるリフレッシュデーの実施を
始めとした職員の子育てと仕事
の両立支援の取組及び多様な働
き方についての研究等に努め
る｡

人事課 ○

■
■
■
■

○

■

■

○

■

■

育児休業等取得の促進
　・取得率（H21年度)
　　男性14.3%（5人/35人）・女性100%
指標名　:市男性職員の育児休業等取得率
目標数値:15.0%(H21年度)
指標名　:市女性職員の育児休業取得率
目標数値:100%(H21年度)　達成

超勤縮減の促進
　・年間超360時間以上超過勤務市職員数52人
　（H19年度より交替制勤務職場における休日給時間
を除く。）
指標名　:年間超過勤務時間が360時間以上の
　　　　　市職員数
目標数値:0人(H21年度)

年次休暇取得の促進
　・平均取得日数　7.3日
  （H19年度より派遣等職員を除く。）
指標名　:市の職員1人当たりの年次有給休暇
　　　　取得日数
目標数値:9.6日(H21年度)

27 企業に対して、次世代育成支援
対策推進法に基づく一般事業主
行動計画の策定を啓発する｡
市内の企業等の労務管理関係者
や就業者を対象にした妊娠・出
産・子育て等の制度にかかるセ
ミナーを、財団法人21世紀職業
財団等と共に開催し、周知に努
める｡

産業企画課、
男女平等・共
同参画課

○ 仕事と家庭を考える月間セミナーの共催
　1回・延受講者102人

(2) ひとり親家
庭等への自
立支援の整
備・充実

28 ひとり親家庭の母子への住居の
提供や自立のための生活資金貸
付等を行う｡また、ひとり親家
庭の親等に対し、医療費の一部
助成や就労支援を行うとともに
児童扶養手当、遺児愛育手当を
支給する｡

児童育成課 ○

○

○

○

○

○

児童扶養手当の支給　受給資格者1,232人

遺児愛育手当の支給　延1,801件

母子家庭等援護資金の貸付　延153件

母子家庭自立支援給付金の支給　　延２件

母子自立支援プログラムの策定　延11件

ひとり親家庭等医療費助成金の支給　延38,804件

29 経済上の問題や子どもの養育問
題など、ひとり親家庭に対する
相談体制の充実に努める｡

児童育成課 ○ 母子自立支援相談員のひとり親家庭に対する相談の実
施
　延130件

(3) 高齢者、障
害者への介
護・自立支
援の整備・
充実

30 高齢介護課 ○

■

■

○

介護保険施設等の整備
　・特別養護老人ホームの設置
　　12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
　　 7か所
　・小規模多機能型居宅介護サービス事業所数
　　 6か所

指標名　:介護サービス拠点の充実(小規模多機能型居
宅介護サービス事業所)
目標数値:10箇所(H23年度)

住宅整備等の支援
　・住宅改善資金助成　　延利用者10件

社会福祉課 ○ 住宅改善・整備費助成　延20件

31 高齢介護課 ○ 要援護老人対策の実施
・ミドルステイの実施　延利用者83人
・生活支援型ホームヘルプサービスの実施
　登録者103人
・生きがい対応型デイサービスの実施
　登録者46人
・高齢福祉推進員の配置1,959人

社会福祉課 障害者自立支援の実施
・訪問入浴　延利回数　46回

高齢者や障害者の訪問介護や訪
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
る｡
ひとり暮らし高齢者が住み慣れ
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
の配置や相談窓口体制の充実を
図る｡

高齢者の介護保険施設を整備
し、施設サービス及び地域密着
型サービスの充実を図る｡
また、高齢者、障害者が生活し
やすい住宅改善・整備費助成等
の支援をするとともに、「高岡
市福祉のまちづくり条例」に基
づき、生活・都市施設のバリア
フリー化を推進する｡
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32 介護を必要としない高齢者の能
力を活かし、生きがいと社会参
加をすすめる事業の充実を図
る｡

高齢介護課 ○ 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1,281人
・老人クラブ活動に対する支援　　クラブ数428

33 障害者が、自立した日常生活や
社会生活を営むことができるよ
う、身体機能・生活能力向上や
就労機会の提供等の障害福祉
サービスの充実に努める｡ま
た、障害者のスポーツ・リクリ
エーション・文化活動を通じた
社会参加を支援する｡

社会福祉課 ○

○

■

■

○

■
■

在宅障害者の生きがいづくり、スポーツ教室の開催
　4教室・39回・延参加者505人

ホームヘルプサービスの利用促進
　延利用者数45人/月

指標名　:居宅介護（ホームヘルプ等）サービスの利
用者数
目標数値:85人/月(H23年度)

グループホーム・ケアホームの利用利用促進
　延利用者数72人／月

指標名　:グループホームの利用者数
目標数値:68人/月(H23年度)　達成

34 企業の労務管理関係者や就業者
等に対する介護休業法に基づく
制度や労働基準法等のセミナー
を、財団法人21世紀職業財団等
と共に開催し、周知に努める｡

産業企画課、
男女平等・共
同参画課

○

○

仕事と家庭を考える月間セミナーの共催（再掲）
　1回・延受講者102人

男女平等推進センター企画講座の開催
テーマ　　：お金に関する「老後の安心」
　　　　　　～こころ豊かな人生への道標～
延参加者数：48人

重点課題５　家庭・地域活動における男女の相互協力の推進

・ 男女の共同
意識の促進

35 要介護高齢者を抱える家族を対
象に、介護の方法や予防等の知
識・技術を習得する家族介護教
室を実施する｡

高齢介護課 ○ 介護予防教室の実施　20回・延参加者491人

36 健康増進課 ○ 男性の育児の知識と意識を高める育児講座の実施
　  5回・延参加者330人

生涯学習課 ○ 二上山探求講座の実施
　　1回・延参加者46人

男女平等・共
同参画課

未実施

37 高齢者や障害者を支援するボラ
ンティアの養成・育成講座の開
催や、ボランティア情報誌の発
行を支援する｡

社会福祉課 ○

■
■

○

○

○

ボランティアグループへの活動支援
・高岡市ボランティア情報の発行
　4回・58,600部／回
・高岡市ボランティア広場の開催
　 1回・延参加者1,510人
・ボランティアサポーターによる支援体制
　27団体・27人登録
・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・人数
　180団体・7,189人
指標名　:ボランティアセンター登録団体数・人数
目標数値:185団体・7,000人(H23年度)

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）
 　2回・延参加者60人

ボランティア体験普及の実施
　シニアボランティア養成講習会、災害ボランティア
講習会など　 年7回・延参加者180人

ボランティア推進校の指定（小・中・高）
　 小4校・中2校・高2校　延15,456人

平成21年度（前期計画：3ヶ年度目）

事業概要

男性が、育児や介護、家事に対
する知識や参加する意識を高め
るための育児講座や家庭教育講
座等を実施する｡

具体的施策施策の方向 担当課

施策の実施状況及び関連統計等
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重点課題６　国際化社会における理解と交流

(1) 地域におけ
る在住外国
人との共生

38 小・中・特別支援学校に、英語
活動講師や外国語指導助手を配
置する｡
市内在住外国人児童・生徒に対
して日本語指導及び生活適応指
導を行う｡

学校教育課 ○

○

○
■
■

英語等活動講師の配置(H22.3.31)
　　5人（英語）　小学校27校・こまどり養護
　　1人（中国語）小学校 1校
外国語指導助手（ALT）の配置(H22.3.31)
　10人　小学校27校・中学校12校・こまどり養護
外国人教育指導講師の配置　5人（H22.3.31)
指標名　:外国人教育指導講師人数
目標数値:6人(H23年度)

39 全課
商業観光課

都市経営課
国際交流室

○

○

外国人観光客向け案内板等の設置
　1か所設置(H22.2)

高岡タウンマップ英語版　増刷

都市経営課
国際交流室

○
○

○

■
■

外国人生活相談の実施　相談2,215件
外国人生活情報の提供　生活ガイドブック作成開始

市HPの英語ページへのアクセス件数
　ポルトガル語版　3,021件／中国語版　2,851件／
　英語版　4,342件

指標名:市HPの英語ページへのアクセス件数
目標数値:ポルトガル語版　11,000件
　　　　　中国語版　10,000件
　　　　　英語版　14,000件(H23年度)

健康増進課 ○

○

外国語版の母子健康手帳
　23部発行
外国語版予防接種問診票
　350部発行

市民病院 ○

○

ポルトガル語(ブラジル人）通訳の配置
　月～金曜日　8:30～15:30
※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

問診票・入院案内帳票の作成
　外来での聞き取り項目、各診療科別の問診票の原稿
を作成。
　必要枚数をその都度印刷している。

40 市内在住外国人と市民との交流
イベントを開催する｡
外国語の通訳・翻訳、日本語指
導などのボランティア登録や制
度の充実に努める。

都市経営課
国際交流室

○

○

国際交流フェスタの実施（９月）  1回・約1,230人

　
ボランティアの登録
・通訳　　　　　　39人
・翻訳　　　　    20人
・ホストファミリー18人
・日本語指導　　    4人
・広報、イベント　　6人

(2) 41 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
・図書、資料、新聞等の設置
・開館時間　9:00～22:00
・休館日　　毎月第4月曜日、12月29日～翌年1月3日

都市経営課
国際交流室

○ 国際交流センターの設置　延利用者　4,123人

42 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を
実施する｡
交流都市（ドイツ・ブレーメン
市、フィンランド・ラハティ
市、イギリス・ベバリー町、中
国遼陽県）などとの交流活動を
促進する｡

都市経営課
国際交流室

○

○

姉妹・友好都市との交流
・開町400年記念行事に姉妹友好都市及び交流都市よ
り首長ら25名を招待。
・ミランドポリス市よりジュニア親善大使4名、引率2
名を受入。
・錦州市音楽芸術訪問団12名を受入。本市で活躍する
日本吟謡歌曲舞踊総連盟と音楽ステージの共演を行
う。

交流都市との交流
・開町400年記念行事にイギリスベバリー町、中国遼
陽県からも来賓を招待。

平成21年度（前期計画：3ヶ年度目）

事業概要

外国人の生活相談の実施や、外
国語版の母子健康手帳、予防接
種問診票及び市民病院における
共通問診票や入院案内、受付時
間一覧などの帳票を充実する｡

国際情勢における政治、経済、
開発、環境等分野の女性の活動
状況についての情報提供等を行
う｡

国際的な女
性問題等へ
の理解と国
際交流等の
推進

施策の方向 具体的施策 担当課

施策の実施状況及び関連統計等
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基本目標Ⅲ　男女が個人として尊重され、能力が発揮できる環境の整備

重点課題７　仕事の場における男女の共同参画の推進

(1) 43 産業企画課
商業観光課
農業水産課

○ ポジティブ・アクション実践セミナーの共催
(再掲、財団法人21世紀職業財団主催）
未実施

男女平等・共
同参画課

44 農家における家族労働者の労働
時間や報酬、休日などについて
取り決める家族経営協定の締結
を促進する｡

農業水産課 ○ 家族経営協定締結の情報提供等啓発(H22.3.31)
　延締結件数１件

45 県が行う就業者のための労働相
談や弁護士相談の開催につい
て、広く周知に努める｡

産業企画課 ○
○

労働相談の実施　　12回
弁護士相談の実施　12回

46 一般行政職・専門職にかかわら
ず、市職員(非正規を含む)の採
用や配属、職場での配置につい
ては、性別にとらわれることな
く行う。また、働きやすい就業
環境に配慮する。

全課
人事課、
児童育成課、
市民病院、教
育委員会総務
課、
消防本部総務
課、
水道局総務課

○

○

○

○

市保育職における男性職員数（H22.3.31）
　 3人
市介護職における男性職員数（H22.3.31）
　 1人
市看護職における男性職員数（H22.3.31）
　 18人
市土木・建築等技術職における女性職員数
（H22.3.31）
　 4人

(2) 女性の能力
開発・育成
の促進

47 産業企画課 ○

○

Re・Beワークセミナーの共催（主催：財団法人21世紀
職業財団）
　3回・延受講者33人
再チャレンジサポートプログラムの共催（主催：財団
法人21世紀職業財団）
　延日数 5日／延人数 53人

男女平等・共
同参画課

○ Re・Beワークセミナーにおける共催・会場提供・講師
協力　2回

48 産業企画課 創業資金の融資・あっ旋の実施　12件

商業観光課 ○ 店舗開業支援の実施
・家賃補助　　14件
・店舗改装補助8件

49 市役所各部署における、職場研
修や事務の分掌は、性別にこだ
わることなく行い、人材の育成
に努める｡
職員研修所等における市職員の
能力の開発や向上のための研修
は、性別にこだわることなく均
等に行う。

人事課 ○ 市職員の専門･実務研修の実施
　41講座・女性参加者38.0%

50 産業企画課 未実施

男女平等・共
同参画課

○ 男女平等推進センター企画講座の開催
・ねっこ塾（再掲）
 （20～30歳代対象） 2回開催　延37人参加

農業水産課 ○

○

女性農業者部会活動支援
　女性起業先進事例視察　32人参加
高岡市生活改善実行グループ活動支援
　農業体験施設・観光農園視察　22人参加

51 男女平等推進センターをはじ
め、市が行う女性の能力開発等
講座やセミナーは、乳幼児等の
託児を実施して行うよう努め
る｡

全課
男女平等・共
同参画課
生涯学習課

○ 講座、セミナー開催時に託児の実施
延べ5回・10人利用

（ヤングママのセミナー）延べ7回・141人利用
（ゴンチチコンサート）　延べ1回・1人利用

平成21年度（前期計画：3ヶ年度目）

事業概要

企業の労務管理関係者や就業者
等を対象にした男女雇用機会均
等法をはじめ、労働関係法等の
セミナーを財団法人21世紀職業
財団等と共に開催し、周知に努
める｡
農林水産業・商工業等自営業に
おける家族従事者の位置づけや
適正な評価、必要な改善等に関
して、情報提供等により啓発・
普及を行う｡

出産、育児、介護等により離職
した女性を対象にした再就職支
援のセミナーや就職を支援する
面接・相談を財団法人21世紀職
業財団等と共に開催し、周知に
努める｡

市内で営業する中小企業創業者
に、市内金融機関からの融資の
あっ旋等の支援を行い、健全な
育成と発展を図る｡
商店街で新たに開業する者への
家賃及び改装等に対して支援を
行う｡

企業の中堅女性社員対象のキャ
リア・アップセミナーや起業等
のための能力開発セミナーを、
財団法人21世紀職業財団等と共
に開催し、周知に努める｡
女性農業者の育成や起業、農産
品の開発研究、販売等の取組を
支援する｡

施策の方向 具体的施策

雇用の場に
おける男女
平等の視点
の促進

担当課

施策の実施状況及び関連統計等
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重点課題８　人権尊重の意識の醸成

(1) 52 学校教育課 ○ 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校当り）
・中学校　　年間30～35時間（1校当り）

社会福祉課 ○ ジュニア福祉活動員の育成
　
　ジュニア福祉活動指定校数4校
　東五位、下関、二塚、平米

53 児童育成課 ○ 保育士等の人権尊重にかかる研修会への参加
　0回

学校教育課 ○ 幼稚園・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
　3回・延参加者120人

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
　68事業所

(2) 54 市民等を対象にした人権に関す
る研修会・講演会・講座等を実
施する｡

市民協働課 ○ 人権講演会・啓発公開講座等の実施
　  6回・延参加者333人

55 人権尊重意識について、チラ
シ・パンフレット配布等によ
り、啓発・普及を行う｡

市民協働課 ○ 人権街頭啓発活動の実施
　  6回

56 公民館指導員や社会教育に携わ
る指導者等の人権尊重意識の向
上を図る研修や学習会への参加
に配慮する｡

生涯学習課 〇 社会教育関係者の人権尊重にかかる研修会への参加
　2回・延参加者4人

(3) 人権擁護体
制の推進

57 人権教育推進事業協力者会議、
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
を図る｡

市民協働課 ○ 人権教育推進事業協力者会議、人権擁護連絡会議の開
催
　3回

58 市民協働課 ○ 人権相談の実施
　延べ41回開催

男女平等・共
同参画課

○ 女性弁護士相談の実施
・毎月1回(金曜日・4人定員・6月のみ8人定員)
・12回開催・延48人利用

59 男女平等問題処理委員会の運営
に努め、人権侵害にかかる苦情
の申出を公正に処理する｡

男女平等・共
同参画課

○ 男女平等問題処理委員会の運営
・苦情申出なし

平成21年度（前期計画：3ヶ年度目）

事業概要

施策の方向 具体的施策 担当課

小・中学校等において、人権意
識チェック表や人権教育事例等
の活用による人権教育を推進す
る｡
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
進を支援する｡

保育士及び幼稚園・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や学習会へ
の参加に配慮する｡
介護保険サービス事業者が行う
従事者の人権尊重意識の向上を
図る研修や学習に対し支援を行
う｡

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
施する｡

学校教育等
での人権尊
重を進める
学習の推進

施策の実施状況及び関連統計等

生涯学習で
の人権尊重
を進める学
習の推進
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重点課題９　あらゆる暴力的行為や虐待の根絶

(1) 配偶者等か
らの暴力
(ドメス
ティック・
バイオレン
ス)の防止

60 男女平等推進センターは、県及
び市役所内のＤＶ担当部署やＤ
Ｖ支援団体等との連携体制の構
築に努める｡
男女平等推進センター等の相談
員の専門研修への参加により、
相談機能の向上に努める｡

男女平等・共
同参画課

○

○

○

相談員の研修会等への参加
・女性相談員定例研究会　　　　　　　　　　6回
・高岡市青少年相談機関連絡会　　　　　　　2回
・高岡市要保護児童対策地域協議会　　　　  3回
・相談ネットワーク実務担当者会議　　      1回
・働く女性の相談窓口ネットワーク連絡会議　1回
・配偶者からの暴力被害者支援研修　　　　　1回

富山県ＤＶ対策連絡協議会との連携　会議出席1回

富山県ＤＶ被害者支援セミナー
　3回・延参加者担当各課から4人

61 ＤＶ被害者の市営住宅への入居
の取扱等について､その困窮す
る実情等に配慮して行う｡

建設管理セン
ター

○ 高岡市営住宅へのDV被害者の優先入居への配慮
　2件

62 男女平等・共
同参画課

○ 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)
ＤＶに関する延相談数　1,000件

児童育成課 ○ ＤＶに関する相談の実施
　延相談数　13件

市民協働課 ○ ＤＶに関する相談の実施　延相談数　6件

63 ＤＶやセクシュアル・ハラスメ
ントの防止について、チラシ、
パンフレットによる啓発を行
う｡

男女平等・共
同参画課

○

○

○

男女平等推進センター相談案内カードの公共施設等へ
の配置
市内高校１年生へのデートDVにかかる予防啓発チラシ
の配布　1,970枚
ＤＶ防止にかかるパネル展示
　男女平等推進センター
ＤＶ防止講座　1回開催13人参加

64 市役所職員に対して、職員研修
等を通じ、セクシュアル・ハラ
スメント防止について周知する
とともに、職員の相談対応に努
める｡

人事課 ○ 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）・相談件数なし

(2) 子どもや高
齢者等の虐
待の防止

65 児童育成課 ○
○

児童虐待相談の実施　延105件
要保護児童対策地域協議会及び実務者検討会議の
実施　４回　　　　　個別ケース会議　７回

高齢介護課 ○ 高齢者虐待相談の実施　延30件

(再掲)25
乳児家庭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４か月までの乳児のいる家庭
を保健師が訪問する｡

健康増進課 ○

■

■

生後4か月までの乳児の家庭訪問の実施（再掲）
　・延1,358件訪問
　・3か月児健診時調査の結果、育児に自信がもて
　　なくなることがあると感じる母親の割合
　　31.0%

指標名　:育児に自信がもてなくなることがあると感
じる母親の割合(3か月児健診時調査の結果)

目標数値:30％未満(H23年度)

市役所における児童虐待の相談
及び市役所や市内の地域包括支
援センターにおける高齢者の虐
待相談を実施する｡
県及び庁内関係部署の連携円滑
な情報交換を行い、虐待の未然
防止と啓発に努める｡

男女平等推進センターにおい
て、ＤＶやセクシュアル・ハラ
スメントの相談や女性弁護士に
よる法律相談を実施するととも
に、相談室を広く周知する｡

具体的施策施策の方向 平成21年度（前期計画：3ヶ年度目）

事業概要

担当課

施策の実施状況及び関連統計等
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基本目標Ⅳ　男女の健康の確保

重点課題10　男女の生涯を通じた健康支援

(1) 健康管理・
保持増進の
ための支援

66 保険年金課
健康増進課

○

■
■

特定健康診査の実施（対象：40～74歳）
　　受診率　49.0％
特定保健指導（健康増進課実施分）
　動機づけ支援　226件　積極的支援　54件

指標名　：特定健康診査の実施
目標数値：64％（H23年度）

健康増進課 ○

■

■

健康診査・保健指導の実施
　平成20年度から基本健康診査に変わり特定健診・保
健指導を医療保険者が実施
・健康診査（対象：40歳以上医療保険未加入者）
　受診率20.2%
・歯周疾患検診（40・45・50・55・60・65・70歳）

　受診率3.6%
・若い世代の健康診査（対象：18～39歳）
　受診者790人

・健康教育
　　集団教育392回21,296件
・健康相談
　　重点相談24回774件
　　総合相談292回1,480件
・訪問指導1,510件
・市民の健康行動調査における「健康である」
　と回答した人の割合
　※21年度未実施

指標名　：自分が健康であると感じている
　　　　　市民の割合
目標数値：90％（H23年度）

健康増進課 ○

■
■

○

がん検診の実施
（受診率）
　胃がん：21.8%、子宮がん：23.2%、
　肺がん：23.9%、乳がん：32.3%、
　大腸がん：20.7、前立腺がん：12.4%

・がんによる死亡率（人口10万人当たり）
　346.4
指標名　：がんによる死亡率（人口10万人当たり）

目標数値：300.0（H23年度）

高齢者インフルエンザ予防接種の実施　28,524人

高齢介護課 ○

○

■
■

○

■
■

特定高齢者介護予防教室の開催
　564回開催、延5,827人参加
生活機能評価検診の実施
・要支援・要介護認定者数の割合16.8%　達成

指標名　：要支援・要介護認定者数の割合
目標数値：18.8％

通所型介護予防教室の参加者数　569人

指標名　：通所型介護予防教室の参加者数
目標数値：700人（H23年度）

市民病院 ○

○

マンモグラフィー検診の実施　　延1,632件

地域がん診療連携拠点病院としての取組
・緩和ケア外来の設置（平成19年4月）
・セカンドオピニオン外来開設（平成19年4月）
・禁煙外来開設（平成19年6月）
・がん専門薬剤師の認定1人（平成19年12月）

特定健診、がん検診を実施す
る｡
また、市民が、安心して健やか
に暮らせるよう、健康相談・訪
問等の保健指導や特定高齢者介
護予防教室等を行うほか、高岡
市民病院において、乳がんのマ
ンモグラフィー検診の実施や
「女性のがん・放射線治療」分
野等の指定病院としての医療機
能の充実に努める。

施策の方向 具体的施策 担当課

施策の実施状況及び関連統計等

平成21年度（前期計画：3ヶ年度目）

事業概要
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67 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等の支
援をする｡

体育保健課

○

○

○

■
■

○

■
■

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(H22.3.31)
12中学校・27小学校
スポーツ・レクリエーション大会、スポーツ教室
の開催
・高岡スポーツ・レクリエーション大会（13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5種目14コース
　短期コース8種目11コース、
　施設企画コース4種目8コース
総合型地域スポーツクラブ設立支援(H22.3.31)
　クラブ数　5箇所
　　（横田、木津、石堤、福岡、万葉）

指標名　：総合型地域スポーツクラブ数
目標数値：6箇所(H23年度)

スポーツ施設利用者数　742,255人

指標名　：スポーツ施設利用者数
目標数値：720,000人(H23年度)　達成

68 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
　522回・延相談件数5,088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
　101回・延相談件数1,731件

社会福祉課 ○ 心身の健康に関する個別相談窓口の設置
　延相談件数102件

(2) 69 健康増進課 ○ マタニティーセミナーの実施
    13回・延参加者459人

児童育成課 ○ 妊産婦医療費助成の実施
　　助成件数　112件

70 市民病院 ○

○

○

女性専門外来の実施
　毎週木曜日 14:00～16:00
思春期外来の実施
　毎週木曜日 16:00～17:00
不妊外来の実施
　月・水・金曜日 17:00～18:00

児童育成課 ○ 不妊治療費助成の実施
　　助成金交付件数　139件

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
に努める｡
特に、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る｡

保健センター等において、安全
な妊娠、出産、育児に関する正
しい知識の普及を図るため、マ
タニティーセミナー等の講座を
開催する｡
妊産婦の一部対象疾病に医療費
の助成を行う｡

高岡市民病院において、思春期
外来や不妊外来、さらには女性
専門外来などの女性を生涯にわ
たって診療する体制の一層の充
実に努める｡
不妊治療に要する経費の一部助
成を行う｡
女性が自分の健康状態について
気軽に相談できる個別相談を実
施する｡

妊娠・出産
等に関する
健康支援

15 



71 健康増進課 ○

○

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　97%
・3歳児健康診査
　　受診率　96.1%

母子保健相談・指導
・母子健康相談
　　747回・延相談件数3,608件
・母乳育児相談
　　12回・延相談件数230件
・幼児保健相談
　　11回・延相談件数110件
・にこにこ教室
　　12回・延相談件数335件
・ぴよっこ広場　０回
福岡健康福祉センター内に子育て支援センターが開設
され、平成21年度に子育て支援センター事業に統合し
た。

○

○

妊産婦・乳児の一般・精密健康診査、訪問指導
の実施
・妊婦一般健診　　受診率82.9%
・妊婦精密健診　　受診率100%
・乳児一般健診　　受診率75.0%
・乳児精密健診　　受診率91.0%

予防接種等の実施
・日本脳炎　　　　　　　接種率110.5％（1期）
　　　　　　　　　　　　　　　　20.2%（2期）
・急性灰白髄炎（ポリオ）接種率102.6%
・三種混合　　　　　　　接種率102.8%
・二種混合　　　　　　　接種率93.0%
・麻しん風しん          接種率95.9%
・ＢＣＧ　　　　　　　　接種率101.4%

児童育成課 ○ こども医療費助成の実施
　　０歳～小学校3学年・延12,788人

72 小・中・特別支援学校の児童に
対して、性に関する科学的知
識、生命を尊重する態度及び行
動など発達段階に応じた性教育
を実施する｡

学校教育課 ○ 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

73 男女平等推進センター等におい
て、リプロダクティブ・ヘルス
／ライツの概念や男女の性に関
する図書等の整備の充実を図
る｡

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
・開館時間　9:00～21:30
　（毎月第4月曜日・年末年始は休館）

(3) 健康をおび
やかす問題
についての
対策の推進

74 小・中・特別支援学校におい
て、ＨＩＶ/エイズ、薬物乱用
等に関する知識を、発達段階に
応じ指導する｡

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
・指導時間
　小学校全学年　5～6時間
　中学校全学年　5～6時間

75 国・県の発行する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等
による啓発・普及を行う｡

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　43か所・80枚
エイズ知識普及啓発　CATV等

76 健康増進課 ○ 喫煙についての情報提供と予防の推進
・禁煙相談　56人（華麗サマ-フェスタ、
　　　　　　　　　健康と生きがいフェスタ）
・禁煙啓発普及　　広報市民と市政、ＣＡＴＶ等
・婚姻届時配布のリーフレット作成　1100枚

管財用地課 ○ 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 5台（H22.3.31）

人事課
（全課)

○ 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
・禁煙外来開設（平成19年6月～、再掲）
・病院敷地内禁煙の実施（H19.4.1～）

乳幼児の発育・発達疾病の健康
診査、妊産婦及び乳児の健康診
査、保健指導及び母子保健にか
かる健康教室を開催する｡
予防接種法に基づく予防接種を
実施する｡未就学児童の医療費
の一部を助成する｡

たばこと健康にかかわる正しい
知識の普及と禁煙の取組につい
ての情報提供等により、市民の
健康支援に努める｡
市役所や高岡市民病院等公共機
関において、分煙・禁煙等対策
を行う｡
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基本目標Ⅴ　計画の総合的な推進

重点課題11　プランの有機的な推進

(1) 男女平等・
共同参画の
理解・促進

77 男女平等推進センターにおい
て、社会の変化や市民ニーズ等
を把握した男女平等・共同参画
にかかる講座開催や情報誌の制
作、図書類の整備など、的確な
情報発信・提供に努める｡
男女平等推進センターの事業等
に、男女平等・共同参画を推進
するグループや市民の能力の活
用を得ていく｡

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誌の発行、講座、
シンポジュウム等の実施（再掲）
①プラン情報誌ありーて発行　年2回・1回6,000部
（特集：女性の視点からの防災、輝く高岡の女性）
②情報誌ありーてめいと発行　年6回・1回1,100部
③男女平等推進センター企画講座
　　7講座〔12回〕開催、延参加者209人
　　基礎講座の市民講師の参画3人
④男女平等ＥＸＰＯ高岡2009の開催
　　参加者180人

⑤図書類の整備・貸出
　　図書　　681冊（貸出実績　延11件）
　　ビデオ　 38本（貸出実績　延11件）
　　ＤＶＤ　 11本（貸出実績　延13件）

78 男女平等推進センター活動登録
団体数や男女平等推進センター
施設の利用者数の拡大に努め
る｡

男女平等・共
同参画課

○

■
■

男女平等推進センター活動登録団体等への活動支援の
実施
　・施設の優先利用や情報提供
　・登録団体　49団体（H22.3.31現在）
　・施設利用者数　延9,973人
指標名　：男女平等推進センターの利用者数
目標数値: 10,200人(H23年度)

79 市の行政運営や事業について、
市職員と市民が、相互理解・協
力により、まちづくりや男女平
等・共同参画の促進を図るため
の出前講座を実施する｡

全課（広報統
計課）

○

■
■

まちづくり出前講座の実施（広報統計課）
　実施回数100回・年間利用者数　延3,537人

指標名：まちづくり出前講座の年間利用者数
目標数値：3,300人(H23年度)　達成

80 国や県等の各種統計情報を収集
し、市民に提供していくととも
に、その中にある男女平等・共
同参画にかかる課題の分析に努
める｡
男女平等推進プランの見直しに
当たって、男女平等・共同参画
の施策の浸透状況や市民ニーズ
等を把握するため、市民意識実
態調査を実施する｡

男女平等・共
同参画課、広
報統計課

○ 「とやまの男女共同参画データブック2009」（企画・
編集：財団法人富山県女性財団、発行：富山県）」に
よる情報収集（下記分野の関連統計を把握）
　・女性の労働概況
　・女性雇用者の概況
　・男女間の給与格差と年金
　・職業生活と家庭生活との両立支援
　・女性の参画
　・人権　など

81 男女平等推進プランに掲げる施
策の推進状況の調査を毎年行
い、ホームページ等で公表して
いく。

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
　（H21.12）

(2) 推進体制の
充実・強化

82 市役所各部署の連携を図り、男
女平等・共同参画にかかる施
策・事業を一体となって展開し
ていくため、「高岡市男女平等
推進庁内連絡会議(幹事会・主
任会議)」を開催する｡

男女平等・共
同参画課

○

○

市男女平等推進庁内連絡会議
　※開催実績なし
市男女平等推進庁内連絡会議幹事会・
  主任会議  ※開催実績なし

83 市の男女平等・共同参画の推進
や諸施策について、有識者や市
民等の幅広い意見を反映してい
くため、「高岡市男女平等推進
市民委員会」を開催する｡

男女平等・共
同参画課

○ 市男女平等推進市民委員会
　（1回／H21.10.27）

84 男女平等推進センターの運営や
事業に、市民等の視点や意見を
反映するため、市内の各界各層
の委員で構成する「高岡市男女
平等推進センター運営協議会」
を開催する｡

男女平等・共
同参画課

○ 市男女平等推進センター運営協議会
　（1回／H21.6.1）

85 男女平等推進センターにおける
男女平等・共同参画啓発・普及
事業を、市、市民、事業者等が
意見を出し合い実施していくた
め、市内の各界各層の委員で構
成する「高岡市男女平等推進
ネットワーク会議」を開催す
る｡

男女平等・共
同参画課

○ 市男女平等推進ネットワーク会議
　（2回／H21.7.3・H21.12.16）

具体的施策施策の方向 担当課

施策の実施状況及び関連統計等

平成21年度（前期計画：3ヶ年度目）

事業概要
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