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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(H23.3.31)　27.2%
　※あて職を除いた場合　　31.0%
・女性委員なし委員会等数(H23.3.31)　6委員会
・公募委員あり委員会等数(H23.3.31)　9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)

高岡市男女平等推進庁内連絡会議において、女性委員登用率向上について
啓発を行う。

○

■
■

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(H23.3.31)　18.0％
　※あて職を除いた場合(H23.3.31)　　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(H23.3.31）   6.9%
　※あて職を除いた場合(H23.3.31）　　  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　(H23.3.31)
　40.0%
人権擁護委員（法務省）女性委員比率　(H23.3.31)
　35.7%

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
　3回・延参加者7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）「“ココ”から始まる男女平等・
　　　　　　共同参画社会ってこんなこと」
　　　　　 「男女平等・共同参画社会をめざして
            ～話し合おう　これからの社会
          　私たちの生き方～」
　　2回開催、受講者数：延54人
・「男女平等ＥＸＰＯ高岡2010」の開催
（テーマ）「人と人とのよりよい関係を作るために」
　　参加者数：151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3人で企画・編集
　　発行　2月　6,000部×1回発行
（特集：夫婦としての生き方を考える
　　　　　～幸せな結婚生活のカタチ～）
　②センターだより『ありーてめいと』
　　発行　原則偶数月隔月　1,200部×7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20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

市の施
策・方
針決定
過程へ
の共同
参画の
促進

施策の実施状況及び関連統計等

平成22年度（前期計画：4ヶ年度目）

事業概要
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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 ○ 市の計画策定等における市民意見の募集

・高岡市観光振興ビジョン
・高岡市歴史まちづくり計画

5 人事課 ○ 女性職員の登用
・一般行政職の女性比率(H22.4.1)
　副主幹以上 29.0%（124人/428人）
　管理職(主幹以上) 16.8%（52人/309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(H22.4.1)
　女性校長35.0%
　女性教頭28.9%

(2) 6 産業企画課

男女平等・
共同参画課

(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
男女平等・
共同参画課

○ 市内各種団体事業での講師協力
（センター所長講演）
・万葉線株式会社電車運転免許
　取得研修社員研修会　　　3回
・高岡市新任保育士研修会　1回
・高岡青色申告会講演会　　1回
・高岡市学校栄養教諭、栄養職員、
　調理員研修会　　　　　　1回
・高岡法科大学出張講義　　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(H22.4.1)
　　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(H22.4.1)　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(H22.4.1)　15.9％

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｡

事業者
の方針
決定過
程への
共同参
画の促
進

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｡
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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

社会福祉課 ・福祉活動員の女性比率(H23.3.31)　　　76%

高齢介護課 ・高齢福祉推進員の女性比率(H23.3.31)　63.5%

健康増進課 ・各種活動団体女性比率(H23.3.31)
　　①健康づくり推進員　70.6％
　　②ヘルスボランティア99.3％
　　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(H23.3.31)　32.29%
　161人のうち女性体育指導委員52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
　(H23.3.31)　48.1%

推進員定例会開催時等における啓発の取組
・市プラン・ＤＶ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」
　への参加呼びかけ

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）
　24回開催　延参加者283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：15人
　②ねっこ塾
　　　～すてきな「自分」になるための
　　　　　センスアップセミナー～
　　　3回開催、受講者数：80人
　③粋メン養成講座
　　　～家事（料理）編～
　　　　1回開催、受講者数：45人
　　　　　　　　　　（女性14人・男性31人）
　　　～介護編～
　　　　1回開催、受講者数：50人
　　　　　　　　　　（女性25人・男性25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3人で企画・編集
　　発行　2月　6,000部×1回発行
（特集：夫婦としての生き方を考える
　　　　　～幸せな結婚生活のカタチ～）
　②センターだより『ありーてめいと』
　　発行　原則偶数月隔月　1,200部×7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

担当課

施策の実施状況及び関連統計等

平成22年度（前期計画：4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33人
・主査研修  　　　1回・参加者10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　 　　　1回・延参加者40人
・学童保育指導員等研修等 　3回・延参加者135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(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

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・4,800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6人(経営企画部、建設部、都市整備部、福岡総合行政ｾﾝﾀｰ、教育委
員会事務局、水道局）、高校生2人（総務部）

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　4人

市民病院 ○ 職場訪問等の受入
　中学生 　 5人
  高校生   65人
　大学生  112人

水道局総務
課

○ 職場訪問等の受入
　中学生　2人
　高校生　2人
　大学生　1人
　県協力交流研修員　1人

消防本部総
務課

○ 職場訪問等の受入
　中学生　40人（うち、女子1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
　8日間開催・延参加者459人

市民企画講座に対する支援
　3講座〔5回〕開催・延参加者104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・延参加者74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）
・高岡DV被害者自立支援基金パサパ　　　　　1回
・NPO法人Nプロジェクト・ひと・みち・まち　1回
・富山県男女共同参画推進員高岡連絡会　　　1回
・志貴野高校 　　　　　　　　　　　　　　2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　26団体
女性リーダーの育成支援

　アバンサルプラザ講座高岡学塾
　5回・延参加者726人

体育保健課 ○ （体育団体）
　体育団体育成助成　9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459人
　（H23.3：活動紹介ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙを含む。）
市民活動に関する相談及び情報提供

認証ＮＰＯ法人数　34
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

19 市民協働課 ○

■
■

市と市民との協働の促進　協働事業数　108(H22.4)

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(H23.3.31)
　　2,795人(うち女性約820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
　(H23.3.31)8.6%

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）

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(H22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）2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｡

施策の方向 具体的施策 担当課 平成22年度（前期計画：4ヶ年度目）

事業概要

施策の実施状況及び関連統計等
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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(H23.3.31)
　　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　28か所
　　病児・病後児保育 1か所
　　病児・病後児保育 9か所（体調不良児型）
　　　計　　  75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(H23.3.31)
  　3か所・35,636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)

生涯学習課 ○

○

赤ちゃんの部屋開設・運営
　・開設・運営状況(H23.3.31)　3か所
　　川原、野村、立野　延利用者338組
ファミリーポケットの開設・運営
　・開設・運営状況(H23.3.31)　6か所
　　平米、木津、牧野、成美、東部、古府公民館

延利用者680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(H23.3.31)
　　会員数599人・延利用者1,361人

放課後児童クラブの実施
　・実施状況(H23.3.31)
　　27か所設置・会員数990人・延利用者11,786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32,500人

24 児童育成課 ○ 家庭児童相談の実施
延 31件

健康増進課 ○ 育児相談の実施　延3,027件

少年育成セ
ンター

○ 青少年の悩みごと相談の実施　延765件

学校教育課 ○

○

○

○

■
■

カウンセリング指導員（教員）配置状況
（H23.3.31)・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
（H23.3.31)・小学校　9校、7人
　　　　   ・中学校  12校、9人

子どもと親の相談員配置状況
（H23.3.31)・小学校　3校、3人
心の教室相談員配置状況
（H23.3.31)・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1,244件訪問（訪問実施率：99.4%）
　・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)

　・こんにちは赤ちゃん訪問時の調査結果、
　　ご主人は家事や育児に協力してくれて
　　いると思う母親の割合　92.8%

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｡

施策の方向 具体的施策

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｡

担当課

施策の実施状況及び関連統計等

平成22年度（前期計画：4ヶ年度目）

事業概要
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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（H22年度)
　　男性13.0%（3人/23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63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　6.7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

○ 隔年開催につき、Ｈ22年度は未開催

(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1,377人

遺児愛育手当の支給　延1,832件

母子家庭等援護資金の貸付　延180件

母子家庭自立支援給付金の支給　　延1件

母子自立支援プログラムの策定　延6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124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
　　9か所
　・小規模多機能型居宅介護サービス事業所数
　　9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14件

社会福祉課 ○ 住宅改善・整備費助成　延13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110人
・生活支援型ホームヘルプサービスの実施
　登録者147人
・生きがい対応型デイサービスの実施
　登録者33人
・高齢福祉推進員の配置2,117人

社会福祉課 障害者自立支援の実施
・訪問入浴　延利回数　12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1,303人
・老人クラブ活動に対する支援　　クラブ数419

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
　5教室・51回・延参加者690人

ホームヘルプサービスの利用促進
　延利用者数55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77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

○ 隔年開催につき、Ｈ22年度は未開催

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450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327人

生涯学習課 事業の取りやめ

男女平等・
共同参画課

○ 講座等の実施
・粋メン養成講座
　～家事（料理）編～
　　1回開催、受講者数：45人
　　　　　　（女性14人・男性31人）
　～介護編～

　1回開催、受講者数：50人
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1,686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
　190団体・7,203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）
 　6回・延参加者46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6
回・延参加者124人

ボランティア推進校の指定（小・中・高）
　 小5校・中3校・高2校　延34,609人

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

平成22年度（前期計画：4ヶ年度目）

事業概要
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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(H23.3.31)
　　5人（英語）　小学校27校・こまどり特別支援
　　1人（中国語）小学校 1校
外国語指導助手（ALT）の配置(H23.3.31)
　10人　小学校27校・中学校12校・こまどり特別支援
外国人教育指導講師の配置　6人（H23.3.31)
指標名　:外国人教育指導講師人数
目標数値:6人(H23年度)　達成

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(H23.3)

高岡タウンマップ英語版　改訂
高岡タウンマップ中国語版　改訂

都市経営課
国際交流室

○
○

○

■
■

外国人生活相談の実施　延244回(相談1,809件）
外国人生活情報の提供　生活ガイドブック作成開始
・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　4,755件／中国語版　4,678件／
　英語版　7,233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
　25部発行
外国語版予防接種問診票
　150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950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20人
・日本語指導　　  4人
・広報、イベント　7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　3,877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
・高岡市越前国際交流基金交換留学生としてフォートウェーン市より高校
　5名、引率2名を受入。
・錦州市友好提携25周年事業
・牧野中学校とミランドポリス市高岡日本語学校とのインターネット電話
交流を実施

交流都市との交流
・錦州市友好提携25周年事業に合わせ、「高岡市友好代表訪問団」遼陽市
及び遼陽県を訪問。「友好関係に関する確認書」に両市長が署名。
・高岡市中学生8名引率者2名がベバリー町を訪問。

施策の実施状況及び関連統計等

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｡

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 平成22年度（前期計画：4ヶ年度目）

事業概要
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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

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(H23.3.31)
　延締結件数2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　　1件
弁護士相談の実施　2件

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（H23.3.31）
　 3人
市介護職における男性職員数（H23.3.31）
　 1人
市看護職における男性職員数（H23.3.31）
　 19人
市土木・建築等技術職における女性職員数（H23.3.31）
　 5人

(2) 女性の
能力開
発・育
成の促
進

47 産業企画課 ○ わたしらしく輝いて働くためのセミナーの共催
（主催：財団法人21世紀職業財団）　1回・受講者17人

男女平等・
共同参画課

○ わたしらしく輝いて働くためのセミナーにおける
共催・会場提供・講師協力　1回

48 産業企画課 創業資金の融資・あっ旋の実施　4件

商業観光課 ○ 店舗開業支援の実施
・家賃補助　　13件
・店舗改装補助7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
　45講座・女性参加者44.2%

50 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
 　3回開催　延80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　30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　25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　4回・延7人利用

（ヤングママのセミナー）4回・延37人利用
（コンサート）　　　　　3回・延7人利用

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｡

担当課施策の方向 具体的施策

雇用の
場にお
ける男
女平等
の視点
の促進

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｡

平成22年度（前期計画：4ヶ年度目）

事業概要

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3校
　二塚、野村、東五位

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118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
　70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357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
　  5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22年度（前期計画：4ヶ年度目）

生涯学
習での
人権尊
重を進
める学
習の推
進

事業概要

具体的施策施策の方向

学校教
育等で
の人権
尊重を
進める
学習の
推進

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｡

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ＤＶ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　　　　  2回
・相談ネットワーク実務担当者会議　　      1回
・DV防止講演　　　　　　　　　　　　　　　1回
・高岡市自殺予防対策庁内連絡会　　　　　　1回
・男女共同参画センター等相談員研修
　（配偶者暴力等被害者支援緊急対策事業）　2回
・経済的に困難な状況にある女性支援事業　　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16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
　0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　1,157件

女性弁護士による無料法律相談の実施
・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

相談案内カードの配布等、相談室の周知・PR

児童育成課 ○ ＤＶに関する相談の実施
　延相談数　18件

市民協働課 ○ ＤＶに関する相談の実施　延相談数　5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　2,980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20人参加

ＪＲ高岡駅前にて予防啓発チラシを配布（県事業へ協力）

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

65 児童育成課 ○
○

児童虐待相談の実施　延118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　8回

高齢介護課 ○ 高齢者虐待相談の実施　延41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
　・延1,244件訪問（訪問実施率：99.4%）
　・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)

　・こんにちは赤ちゃん訪問時の調査結果、
　　ご主人は家事や育児に協力してくれて
　　いると思う母親の割合　92.8%

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｡

担当課

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｡

施策の方向 具体的施策 平成22年度（前期計画：4ヶ年度目）

事業概要

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　47.8％
特定保健指導（健康増進課実施分）
　動機づけ支援　220件　積極的支援　37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19.7%
・歯周疾患検診（40・45・50・55・60・65・70歳）
　受診率2.2%
・若い世代の健康診査（対象：18～39歳）
　受診者765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）の一部
　　（直営分）　295件
・健康教育
　　集団教育414回26,297件
・健康相談
　　重点相談24回710件
　　総合相談305回1,833件
　　電話相談491件
　　心の健康相談36件
・訪問指導1,862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
　※22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：22.2%、子宮がん：25.8%、
　肺がん：25.7%、乳がん：35.7%、
　大腸がん：21.6%、前立腺がん：13.2%

・がんによる死亡率（人口10万人当たり）　未公表
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　29,485人

高齢介護課 ○

○

■
■

○

■
■

特定高齢者介護予防教室の開催
　562回開催、延6,233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　17.3%　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　591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1,680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）
・乳腺専門外来開設（平成22年4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 平成22年度（前期計画：4ヶ年度目）

事業概要

施策の実施状況及び関連統計等
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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(H23.3.31)
13中学校・28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6種目35コース
　短期コース7種目10コース、
　施設企画コース4種目32コース
総合型地域スポーツクラブ設立支援(H23.3.31)
　クラブ数　5箇所
　（横田、木津、石堤、福岡、AQUOS）
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　697,090人
指標名　：スポーツ施設利用者数
目標数値：720,000人(H23年度)

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
　534回・延相談件数5,141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
　102回・延相談件数1,598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116件

(2) 69 健康増進課 ○

○

パパとママの育児講座及びマタニティセミナーの実施
　13回・延参加者453人

妊婦一般健康診査の実施
・妊婦一般健康診査　延受診者数15,000人
・妊婦精密健康診査　延受診者数0人
・産婦一般健康診査　延受診者数314人

市民病院 ○ 上記マタニティーセミナーの共催

児童育成課 ○ 妊産婦医療費助成の実施
　　受給者数144人

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
乳腺専門外来の実施
　毎週水曜日 14:00～16:00

児童育成課 ○ 不妊治療費助成の実施
　　助成金交付件数　168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
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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　98.6%
・1歳6か月児健康診査
　　受診率　97.4%
・3歳児健康診査
　　受診率　95.5%
母子保健相談・指導
・母子健康相談
　　765回・延相談件数3,308件
・母乳育児相談
　　12回・延相談件数279件
・幼児保健相談
　　11回・延相談件数106件
・にこにこ教室
　　12回・延相談件数300件

○

○

妊産婦・乳児の一般・精密健康診査、訪問指導
の実施
・妊婦一般健診　　受診率78.9%
・妊婦精密健診　　該当者なし
・乳児一般健診　　受診率79.2%
・乳児精密健診　　受診率86.4%
予防接種等の実施
・日本脳炎　　　　　　　接種率145.7%（1期）
　　　　　　　　　　　　　　　15.8%（2期）
・急性灰白髄炎（ポリオ）接種率101.9%
・三種混合　　　　　　　接種率109.4%
・二種混合　　　　　　　接種率87.0%
・麻しん風しん          接種率94.7%
・ＢＣＧ　　　　　　　　接種率100.9%

児童育成課 ○ こども医療費助成の実施
　　（通院）０歳～小学校3学年　受給者数延12,236人
　　（入院）０歳～小学校6学年　受給者数延12,297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）
・図書類の整備・貸出
　　図書　　719冊（貸出実績　延31件）
　　ビデオ　 38本（貸出実績　延 0件）
　　ＤＶＤ　 12本（貸出実績　延 3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）
(3) 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
・中学校全学年で薬物乱用防止教室の開催（年1回以上）

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
　27か所・70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　900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 4台（H23.3.31）
（施策研究チームの完全禁煙化の提言に対するものとして、平成22年12月
に本庁舎1階ロビーの分煙機を撤去）

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～）
感染予防対策の強化
（H22.5：専従感染管理認定看護師の認定）

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｡

健康を
おびや
かす問
題につ
いての
対策の
推進

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｡
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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、シンポジウム等の実
施（再掲）
①プラン情報誌ありーて発行　年1回・1回6,000部
（特集：夫婦としての生き方を考える～幸せな結婚生活のカタチ～）
②情報誌ありーてめいと発行　年7回・1回1,200部
③男女平等推進センター企画講座
　　5講座〔8回〕開催、延参加者194人　基礎講座の市民講師の参画3人
④男女平等ＥＸＰＯ高岡2010の開催　参加者151人
⑤図書類の整備・貸出
　　図書　　719冊（貸出実績　延31件）
　　ビデオ　 38本（貸出実績　延 0件）
　　ＤＶＤ　 12本（貸出実績　延 3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　51団体（H23.3.31現在）
　・施設利用者数　延11,478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)　達成

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108回・年間利用者数　延3,326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2010」（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
　・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
上記他、国・県からの男女平等・共同参画に関する統計情報の収集・提供
センター講座等開催時におけるアンケート調査の実施
センター相談事業
男女平等・共同参画関係団体との意見交換

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
　（H22.11）

(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
・議題：委員会・審議会等における女性委員比率の向上
・1回開催（H22.9.2）
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／H22.9.9）

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ネットワーク会議（市男女平等推進センター運営
協議会と市男女平等推進ネットワーク会議を再編統合し、新たに設置。）
・全体会議：2回（H22.6.3・H22.10.12）
・事業計画グループ会議：1回（H22.6.21）
・幹事会：1回（H22.7.15、書面表決）
　※その他、男女平等推進モデル事業（男女平等推進EXPO高岡2011・
　　粋メンプロジェクト）の実施にあたり、企画会議等を開催。

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

具体的施策施策の方向 担当課 平成22年度（前期計画：4ヶ年度目）

事業概要
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