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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・

   充実(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) 市の施
策・方針
決定過程
への共同
参画の促
進

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☆
　「審議会等における委員の選任に関
する指針」を定め、女性委員の積極的
な登用を図ります。また、女性の人材
情報の収集に一層努めるとともに、情
報発信・提供し、審議会等への女性委
員比率の向上に努めます。

全課
男女平等・
共同参画課

○ 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。
・H26.4　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
・H27.1　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
・女性人材リストの作成
　　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

■－１　審議会等の女性委員比率【目標数値　30％】
　　　　　28.9％（H27.3）
■－２　女性委員がいない審議会等の数【目標数値　0委員会】
　　　　　3委員会（H27.3）
□－１　官公庁等職員を除いた場合の審議会等の女性委員比率
　　　　　31.6％（H27.3）
□－２　行政委員会の女性委員比率
　　　　　18.0％（H26.4）
□－３　官公庁等職員や選挙による選出者を除いた場合の
　　　　行政委員会の女性委員比率
　　　　　34.6％（H26.4）

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・県へ推薦する際には、女性の
参画に配慮します。

共創まちづ
くり課 □－４　行政相談委員（総務省）の女性比率　40.0％(H27.3)

□－５　人権擁護委員（法務省）の女性比率　42.9％(H27.3)

3) 全課 ○

○

○

審議会・委員会における委員公募

□－７　公募委員を導入している審議会等の数　11委員会（H27.3）

審議会・委員会における会議資料・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

広報統計課 ○ まちづくり出前講座の開催　　　　　　開催回数　86回

□－６　まちづくり出前講座の年間利用者数　　　延べ2,845人

生涯学習課 ○ 高岡ニューリーダーアカデミーの実施
　高岡市の次代を担う人材育成講座の実施により、女性の社会進出を
促進する。
　受講者数　17人（うち女性7人）(H27.3)
　政策提案会、交流会

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
　配布枚数1,400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

4) 職員の能力等に応じた適正な職員採
用・登用
　職員採用・登用については、職員
個々の能力、意欲、適性等に十分配慮
し、男女平等に行います。

人事課 ○ 女性の登用

□－８　副主幹以上の職員の女性比率（H26.4）
　　　　　40.8％(133人/326人)
□－９　管理職（主幹以上）の職員の女性比率（H26.4）
　　　　　28.9％(63人/218人)

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て、市
民の市政への参画意識の啓発を行いま
す。また、委員の公募や意見募集､会
議資料や審議概要のホームページでの
公開など､市民が共同参画しやすい環
境づくりに努めます。

施策の方向 事業計画 担当部署

推進状況及び関連統計等

平成26年度（後期事業計画：3年度目）

事業概要

2



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
会に働きかけます。

学校教育課 ○ 女性の登用

□―10　小・中・特別支援学校の女性校長比率（H26.4）28.2％
□―11　小・中・特別支援学校の女性教頭比率（H26.4）22.7％

6) 審議会等における女性の参画事例の発
信☆
　男女平等推進センター情報誌やホー
ムページなどを通じて、審議会等にお
ける女性の参画事例を発信し、市民等
への意識啓発に努めます。

男女平等・
共同参画課

○ 審議会等における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

(2) 7) 商業雇用課 ○ 関係機関との連携による女性登用促進に関するセミナーの開催

・中小企業に働く女性のためのキャリア形成支援セミナー開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H26.10.3)
    受講者40人

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
・中小企業に働く女性のためのキャリア形成支援セミナー開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H26.10.3)（再掲）
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式(H26.10.23)
　　5事業所認定
・ホームページへの掲載
・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

(3) 8) 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

・男女共同参画週間事業（H26.6.23～6.29)
　　男女平等・共同参画セミナー開催　全2回(H26.6.19、H26.6.29)
　　　第1回　男女平等・共同参画ってなに？　 参加者 29人
　　　第2回　自治会へ女性も参画しよう！　　 参加者 31人
・出前講座の実施

共創まちづ
くり課

○ 女性の登用

□―12　連合自治会長の女性比率　0.0％（H26.4）
□―13　自治会長の女性比率　　　0.8％（H26.4）

生涯学習課 ○ 女性の登用

□―14　市立小・中・特別支援学校ＰＴＡ会長の女性比率
          0.0％（H26.4）
□―15　市立公民館長の女性比率
          2.7％（H26.4）

9) 地域活動組織等における女性の参画事
例の発信☆
　男女平等推進センター情報誌やホー
ムページなどを通じて、自治会など地
域活動組織等における女性の参画事例
を発信し、市民等への意識啓発に努め
ます。

男女平等・
共同参画課

○ 地域活動組織等における女性の参画事例の発信
・男女平等・共同参画セミナー開催 全2回
　　　　　　　　　　　　　　(H26.6.19、H26.6.29)（再掲）
　　第1回　男女平等・共同参画ってなに？　参加者 32人
　　第2回　自治会へ女性も参画しよう！　　参加者 28人
・情報誌「ありーてめいと」
・ホームページ

地域活動組織等への女性登用促進に関
する意識啓発☆
　地域において、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。

事業者への女性登用促進に関する意識
啓発
　関係機関とともに、セミナーの開催
や情報提供の充実に努め、企業や個人
事業所等に対し、理解と周知を図りま
す。

事業者の
方針決定
過程への
共同参画
の促進

地域活動
組織等の
方針決定
過程への
共同参画
の促進
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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

(1) 10) 社会福祉課 ○ 福祉活動員の女性比率(H27.3)
　75.4％（927人／1,229人）

高齢介護課 ○ 高齢福祉推進員の女性比率(H27.3)
　61.5％（1,334人／2,169人）

健康増進課 ○ 各種活動団体女性比率(H27.3)
　①健康づくり推進員　70.7％（1,059人／1,497人）
　②ヘルスボランティア97.1％（334人／344人）
　③食生活改善推進員　96.6％（688人／712人）

体育保健課 ○ スポーツ推進委員の女性比率(H27.3)
　32.3％（54人／167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(H27.3)
　46.1％（24人/52人）

推進員定例会（月1回開催）
・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

11) 講座・情報誌による啓発
　性別による固定的な役割分担意識を
見直していく視点の大切さを、男女平
等推進センターの講座や情報誌により
啓発します。

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・提供状況
・男女共同参画週間事業（H26.6.23～6.29)
　　①男女平等・共同参画セミナー開催 全2回
　　　　　　　　　　　　　　　(H26.6.19、H26.6.29)（再掲）
　　　第1回　男女平等・共同参画ってなに？　参加者 32人
　　　第2回　自治会へ女性も参画しよう！　　参加者 28人
　　②パネル展示
      「後期事業計画」、「ワーク・ライフ・バランス」、
       ポスター掲示
　　　（センターサロン、本庁１F、福岡行政センター、
      　教育センター、3支所）
 　 ③CATV放送「男女共同参画週間」(H26.6.16～6.22)
・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（再掲）
　　②「世界的銅版画家「南桂子」から女性の生き方を学ぶ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H26.9.11)
　　　　受講者22人
　　③「女性のための自己尊重トレーニング講座」(H26.7.6～7.27)
　　　　4回　受講生11人
　　④「男女で考える自己肯定感をはぐくむ子育て講座」(H27.3.5)
　　　　受講生32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3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

12) 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
　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・配慮を行います。また、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
ページ等において、人権の軽視や性別
による固定的な役割分担意識につなが
る表現とならないよう留意し、情報発
信します。

全課
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

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。

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、理解や周知を図ります。

事業計画施策の方向

推進状況及び関連統計等

平成26年度（後期事業計画：3年度目）

事業概要

担当部署

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
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13) 人事課 ○ 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
・新規採用者研修(H26.4.10)　 参加者 46人
・主査研修(H26.8.28)         参加者 12人

子ども・子
育て課

○ 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
・保育士関係　1回　参加者37人（新任保育士研修会）
・学童保育指導員研修 3回・参加者166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
　　高岡市からの延べ参加者　4名

14) 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、
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
・委嘱委員 3人（任期：H25.11.1～H27.10.31）
・委員会1回開催(H27.2.13）取組状況報告
・苦情の申出件数 0件

(2) 15) 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生かす指導を
行います。

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

16) 伝統工芸や産業に関する体験学習の実
施
　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、
体験学習を行います。

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
　4,395人（小学校5・6年生、中学校1年生）

17) 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。

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

18) 人事課 ○ インターンシップの受入
  大学生12人(部局名：経営企画部、総務部、産業振興部、
　　　　　　　　　　 生活環境部、福祉保健部、都市整備部、
                     教育委員会、上下水道局）
  短大生１人（部局名：福祉保健部）
  高専生２人（部局名：生活環境部、都市整備部）

学校教育課 ○ 職場訪問等の実施
　14歳の挑戦
　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　5人

市民病院 ○ 職場訪問等の受入
　小学生　 18人、社会人　　 34人
  中学生　 15人、専門学生　127人
　高校生　375人　（看護専門学校含む）
　大学生　101人

上下水道局 ○ 職場訪問等の受入
　大学生　　２人

消防本部 ○ 職場訪問等の受入
　中学生　48人（うち、女子４人）
　
・インターシップの受入17人
  （専門学校生７人うち1人女子、高校生10人うち２人女子）

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、保育士等子どもの育成支
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。

インターンシップ制度の普及・受入
　市は、インターンシップ制度の普及
に努めます。また、職場訪問・就業体
験の事業所として、児童・生徒や学生
を受け入れます。

多様な選
択を可能
にする教
育、学習
等の充実
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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

19) 男女平等・
共同参画課

○

○

○

Ｅネット主催「Ｅフェスタ」(H26.9.6～9.13)開催支援
  延べ参加者273人
 
市民企画講座に対する支援
　4講座（11回）開催　 延べ参加者157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　　参加者16人

生涯学習課 ○

○

芸術・文化団体への助成
　30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
　  4回　　延べ参加者284人

体育保健課 ○ 体育団体への育成助成
　9団体

産業企画課 ○ 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

20) 市民活動相談・情報提供及び交流会の
実施
　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
携や協働意識の啓発を図る講座・交流
会を実施します。

共創まちづ
くり課

○

○

○

市民活動支援・協働推進講座開催
　3回・延べ参加者452人

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等

□－16　ＮＰＯ法人数　40法人（H27.3）

(2) 21) 市民との協働事業の実施
　市民・事業者等と、防災・災害復
興・観光・環境保全等の様々な分野で
協働し、まちづくりを進めます。

共創まちづ
くり課

○ 市民との協働促進

□－17　協働事業数　126事業(H26.4)

22)市民活動団体の活動情報発信等、団体
間交流支援☆
　市民活動団体の活動情報等をイン
ターネットで発信し、団体間の交流を
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状況(H27.3)

■－３　市民活動情報ポータルサイトの登録団体数
         【目標数値　180団体】　154団体
■－４　市民活動情報ポータルサイトへのアクセス数
　　　　 【目標数値　25,000件】 22,658件

23) 市長の対話活動や市政モニター事業の
実施
　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を実施しま
す。

広報統計課 ○

○

市長の対話活動の実施
　ふれあいトーク（テーマ・分野別）３回開催、延べ参加者52人

市政モニター事業の実施
　市政モニター　20人

参画とま
ちづくり
との有機
的な連携
の促進

推進状況及び関連統計等

団体活動育成・支援
　男女平等・共同参画の推進のため
に、地域女性ネット高岡、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
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。

平成26年度（後期事業計画：3年度目）

事業概要

施策の方向 事業計画 担当部署
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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

24) 子ども・子
育て課

○

○

○

○

特別保育の実施(H27.3)　 計 88か所
・延長保育　 36か所 　　・夜間保育　      1か所
・休日保育　  4か所     ・一時預かり　　 28か所
・病児・病後児保育（体調不良型を含む。） 19か所

■－５　特別保育（病後児保育）を実施する保育園の割合
         〔私立保育園〕【目標数値　100％】
　　　　　58％（18施設／31施設）
         〔病児保育〕JCHO高岡ふしき病院
         〔病後児保育〕高岡保育園
         〔体調不良児保育〕
             高岡保育園、成美保育園、正徳保育園、和田保育園、
             国吉ちくば保育園、立野保育園、市野瀬保育園、
             中田保育園、双葉保育園、みつば保育園、
             上関保育園、野村保育園、すみれ保育園、
             戸出西部保育園、定塚保育園、こばと保育園

子育て支援センターの開設・運営(H27.3）
　2か所　年間延べ利用者 30,540組

■－６　子育て支援センターの登録者割合 【目標数値　100％】
　　　　　58.8％（H26年度登録者1,980人／未就園児3,367人）

子育てサロンの開設・運営(H27.3）　44か所　年間利用数 8,899組

マイ保育園実施(H27.3）　27か所　登録数 309組

生涯学習課 ○ 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(H27.3）
・赤ちゃんの部屋
　  3か所（場所：川原、立野、野村）　年間延べ利用者数212組
・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）
    年間延べ利用者数284組

25) 子ども・子
育て課

○

○

ファミリー・サポート・センターの開設・運営
　会員数 806人　延べ利用者 1,543人(H27.3)

放課後児童育成クラブの実施
　27か所設置　会員数 1,043人(H27.3)

■－７　平日の19時まで開設が可能な体制を整えることができる
        放課後児童育成クラブの数【目標数値　27クラブ】
　　　　  8クラブ(H27.3)

生涯学習課 〇 放課後子ども教室の開設・運営    25教室

■－８　放課後子ども教室の参加者数【目標数値　延べ27,500人】
　　　　  延べ24,640人（H27.3）

26) 健康増進課 ○

○

育児相談の実施　延べ1,408件（H27.3）

生後3か月までの乳児の家庭訪問の実施
・実1,218件訪問（訪問実施率：99.8％）

子ども・子
育て課

○ 家庭児童相談の実施　 16件(H27.3)

学校教育
課、少年育
成セン
ター、教育
センター

○ 青少年の悩みごと相談の実施　延べ977件（H27.3）

□－18　心の教室相談員の人数　小学校5校/26校　5人（H27.3）

□－19　〔県教委〕スクールカウンセラー配置校（H27.3）
　　　　　・小学校　9校/26校　6人　・中学校  12校/12校　11人

□－20　〔県教委〕カウンセリング指導員配置校（H27.3）
　　　　　　中学校　5校/12校　5人

□－21　〔県教委〕子どもと親の相談員配置校（H27.3）
　　　　　　小学校　3校/26校　3人

□－22　〔県教委〕スクールソーシャルワーカー配置校（H27.3）
　　　　　・教育センター配置　3人
          ・巡回型　中学校　4校/12校　2人
　　　　　・いじめ対策　3校/12校　3人

保育園、子育て支援センター等におけ
る子育て支援の実施・充実☆
　保育園において、通常・特別保育を
実施します。看護師などの人材を確保
し、特に、病後児（体調不良型を含
む。）の特別保育を充実します。ま
た、子育て支援センター、保育所など
での子育てサロン、公民館での子育て
情報交換会（赤ちゃんの部屋、ファミ
リーポケット）の開設・運営など、情
報交換の場の提供に努めます。

地域住民の参加・協力による児童の健
全育成活動の充実☆
　地域住民の参加・協力により、ファ
ミリー・サポート・センターを開設・
運営するとともに、放課後児童育成ク
ラブ（学童保育）、放課後子ども教室
など、児童の健全育成活動を充実しま
す。

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。また、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とともに、
小・中学校など学校において、スクー
ルカウンセラーや心の教室相談員を中
心とした相談体制の整備を推進しま
す。

施策の方向 事業計画 担当部署

推進状況及び関連統計等

平成26年度（後期事業計画：3年度目）

事業概要
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27) 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
　4回　　延べ利用者数8人

生涯学習課 ○ 生涯学習センター企画講座等開催時における託児の実施
・コンサート 9回　延べ18人利用

28) 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

■－９　市男性職員の育児休業等取得率【目標数値　25％】
　　　　　9％（4人/46人）

年次有給休暇の取得促進

■－10　市の職員1人当たりの年次有給休暇取得日数
       【目標数値　8.0日】
　　　　　7.2日

超過勤務縮減の促進

□－23　年間超過勤務時間が360時間以上の市職員数　88人

29) 仕事と家庭生活の両立に関する意識啓
発
　関係機関とともに、セミナーの開催
や情報提供の充実に努め、企業や個人
事業所等における子育てと仕事の両立
について意識啓発を図ります。

商業雇用
課、男女平
等・共同参
画課

○ ワーク・ライフ・バランスの取組促進
・中小企業に働く女性のためのキャリア形成支援セミナー開催
                                         （H26.10.3）（再掲）
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証授与式
                                        （H26.10.23）（再掲）
・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

30)「たかおかワーク・ライフ・バランス
懇談会（仮称）」の設置☆
　「たかおかワーク・ライフ・バラン
ス懇談会（仮称）」を設置し、推進の
ための指針の作成や推進事業所認定制
度などの取組を行い、仕事と生活の調
和の実現についての理解と関係者相互
の合意形成の促進を図ります。

男女平等・
共同参画
課、人事
課、管財契
約課、商業
雇用課

○ 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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H26.10.23)（再掲）
　・ワーク・ライフ・バランス推進事業所新規認定数　5事業所
　　　エスエイチ㈱、㈱協和総商、相互企画印刷㈱、
　　　㈱フジタ、㈱瑞穂

■－11　ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定数
　　　  【目標数値25事業所】
　　　　　事業所認定数 16事業所

(2) ひとり親
家庭等へ
の自立支
援の整
備・充実

31) ひとり親家庭への助成等
　ひとり親家庭の経済的な負担を軽減
するため、各種資金の貸付や助成等を
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

○

○

○

○

○

○

福祉資金等の貸付　33件

ひとり親家庭等医療費助成の受給資格者数　3,316人

女性相談事業　297件
　
児童扶養手当の支給　 1,461人

母子家庭自立支援給付金の支給　 14件

ひとり親家庭等生活応援事業　 808人

(3) 高齢者、
障害者へ
の介護・
自立支援
の整備・
充実

32) 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　　 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　　　12か所

住宅改善資金助成　　助成件数16件

社会福祉課 ○ 住宅改善・整備費助成　　　延べ13件

33) 高齢介護課 ○ 要援護老人対策の実施
・ミドルステイの実施　延べ利用者 88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 238人
・高齢福祉推進員の配置　2,169人

社会福祉課 ○ 障害者支援の実施
・障害者相談員の配置　45人
・訪問入浴の実施　　延べ利回数　247回

高齢者、障害者の在宅介護サービス等
の整備・充実
　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ます。また、ひ
とり暮らし高齢者や障害者が住み慣れ
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害者相談
員を配置するとともに、相談窓口体制
の充実を図ります。

高齢者、障害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
設サービス及び地域密着型サービスの
充実を図ります。また、高齢者、障害
者が生活しやすい住宅改善・整備費の
助成をします。

託児の実施
男女平等推進センターや生涯学習セン
ター等で講座を開催する際、乳幼児を
対象とした託児を実施します。
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34) 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
・高齢者健康づくり教室の開催　　　773回
    延べ参加者数　12,400人
・地域づくり型介護予防教室の開催　600回
    延べ参加者数　 4,873人

■－12　介護予防事業の参加者数【目標数値　延べ60,000人】
　　　　  延べ 61,590人

35) 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
・シルバー人材センター運営支援　登録者 1,117人
・老人クラブ活動支援　　クラブ数 401

36) 障害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
　障害者が、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 ○

○

障害者福祉サービスに関する情報提供

障害者の社会参加（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 48人
・フライングディスク教室
　　実施回数　　15回　　参加人数357人
・ビーチボール教室
　　実施回数　　 8回　  参加人数 51人
・視覚障害者卓球教室
　　実施回数　　 6回　　参加人数 47人

37)高岡型地域福祉ネットワークの確立☆
　市民・地域団体・ＮＰＯ法人・ボラ
ンティア・事業者等が連携し、高岡型
地域福祉ネットワークづくりを進め、
地域における「新たな支え合い体制」
の確立を図ります。

社会福祉課 ■－13　高岡型地域福祉ネットワークづくりの実施地区数
       （見守り支援グループの設置地区数含む）
       【目標数値　27地区】

         高岡あっかり福祉ネット推進地区
　         15地区（定塚・成美・福岡・下関・木津・川原
                   ・戸出・福田・国吉・二上・中田・能町
                   ・野村・二塚・佐野）
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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

・ 38) 男女平等・
共同参画課

○ 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
  2事業

・父と子（祖父と孫）の簡単コースターづくり（H26.8.24）
    参加者20組54人
・防災用保存食を使った簡単料理（H26.12.8）参加者13人

■－14　粋メンプロジェクト（男性への意識啓発）の実施事業数
       （累計）【目標数値　５事業】
　　　　  累計７事業

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
　パパとママの育児講座（沐浴実習など）
　(H26.4.27、H26.7.4、H26.9.28、H26.12.7、H27.3.1)

■－15　パパとママの育児講座への夫婦での参加率
       【目標数値　100％】
　　　　  98.9％

□－24　夫は家事や育児に協力してくれていると思う妻の割合
　　　　  92.5％

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、延べ参加者数228人

39) ボランティア養成・情報発信支援
　高齢者や障害者を支援するボラン
ティアの養成・育成講座を開催すると
ともに、ボランティア情報の発行を支
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
・ボランティア情報誌の発行　　　　4回  59,500部／回
・ボランティア広場の開催　　　　　1回  延べ参加者数1,300人
・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：199　人数8,044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90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102人
・災害ボランティア講習会　　　　　4回　延べ参加者17人

40)父と子等を対象とした講座等を通じて
の男女平等・共同参画の理解促進☆
　男女平等推進センター等で、父と子
（祖父と孫）を対象に、意識啓発のた
めのイベント・講座等を開催し、子ど
もの頃から男女平等・共同参画の理解
を促進するとともに、家族はもとよ
り、地域全体で子育てしていく気運の
醸成に努めます。

男女平等・
共同参画課

○ 父と子（祖父と孫）を対象としたイベント等の開催
・父と子（祖父と孫）の簡単コースターづくり（H26.8.24）
　　参加者　親子20組54人（再掲）

事業概要

担当部署

推進状況及び関連統計等

男女の共
同意識の
促進

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（ワーク・ライフ・バラン
ス）等をテーマとして、地域や男女平
等推進センター等で意識啓発のための
講座やイベント等を開催します。

事業計画施策の方向 平成26年度（後期事業計画：3年度目）
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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

41) 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
適応指導を行います。

学校教育課 ○

○

○

英語等活動講師の配置(H27.3.31)
　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(H27.3.31)
　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　6人（H27.3.31)

42) 観光交流課 ○ 外国人観光客向け案内板等の設置(H27.3)
　案内板5か所設置(英語表記あり）
　  設置場所：川原本町交差点付近、金屋町交差点付近、
              金屋緑地公園入口付近、高峰公園、
              古城公園大手町口
　  対応言語：英語

共創まちづ
くり課多文
化共生室

○

○

外国人生活相談の実施　(延べ相談件数2,626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（英語、ポルトガル語、中国語）
　　の配布
　・高岡市暮らしのガイド（英語、中国語、ポルトガル語）の作成
　
■－16　外国語版ホームページへのアクセス件数
　　　 【目標数値　20,000回】
        　2,554件

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
　英語版、中国語版、ポルトガル語版

健康増進課 ○

○

外国語版の母子健康手帳の交付　 19部発行

外国語版の乳幼児健康診査・問診票　 150部発行

市民病院 ○ 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。

43) 外国人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
　市内在住外国人と市民との交流を目
的とした国際交流フェスタを開催する
とともに、外国語の通訳等、ボラン
ティアの充実に努めます。

共創まちづ
くり課多文
化共生室

○

○

ボランティアの登録

■－17　通訳・ホームステイ等のボランティアの登録者数
       【目標数値　100人】
　　　　　 129人(H27.3)
　　　　  （内訳）
　　　　　  ・通訳　　　　　　 58人    　　　・翻訳　　　 41人
　          ・ホストファミリー 19人（家庭）　・日本語指導  5人
　          ・広報、イベント　  6人

国際交流フェスタの開催(H26.11.16)

■－18　国際交流フェスタの参加者数【目標数値　1,400人】
　　　　　1,100人

(2) 44) 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　9:00～21:30
    休館日　毎月第4月曜日、12月29日～翌年1月3日

共創まちづ
くり課多文
化共生室

○ 国際交流センターの設置　 延べ利用者2,892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

45) 姉妹・友好都市及び交流都市との交流
　姉妹都市・交流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。

共創まちづ
くり課多文
化共生室

○ 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
・ブラジル・ミランドポリス市姉妹都市提携40周年記念親善訪問団
  及び高岡市中学生ジュニア親善大使派遣事業実施
                                          （H26.8.22～8.31）
・越前国際交流基金事業（アメリカ・フォートウェーン市）に
  留学生派遣                              （H27.3.13～3.30）

推進状況及び関連統計等

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、外国人が各種イベントや健康診断
などの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、ポルトガル語や英
語の通訳を配置するとともに、ポルト
ガル語版の入院案内等を作成するな
ど、外国人が利用しやすい環境を整え
ます。また、外国人の生活相談を実施
するとともに、行政機関の各種帳票の
見直しなど、情報提供の充実に努めま
す。

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
国際的活動への理解を深めるため、男
女平等推進センターや国際交流セン
ターで情報収集・提供に努めます。

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 事業計画 担当部署 平成26年度（後期事業計画：3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) 46) 商業雇用課 ■－19　関係機関との連携による男女の雇用機会の均等などに
        関するセミナーの開催（累計）【目標数値　10回】
　　　　　H26年度１回（H24年度～累計５回）

・中小企業に働く女性のためのキャリア形成支援セミナー開催
                                        (Ｈ26.10.3)（再掲）
　  受講者40人

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
・中小企業に働く女性のためのキャリア形成支援セミナー開催
                                        (Ｈ26.10.3)（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

47) 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、休日など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
い、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

48) 労働相談及び弁護士相談の周知
　県が行う労働相談や弁護士相談の周
知に努めます。

商業雇用課 ○

○

○

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

49) 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（非正規
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

□－25　市保育職における男性職員人数 ７人(H27.3)
□－26　市看護職における男性職員人数 23人(H27.3)
□－27　市土木・建築等技術職における女性職員人数 11人(H27.3)

(2) 女性の能
力開発・
育成の促
進

50) 商業雇用課 ○ 関係機関との連携による女性登用促進に関するセミナーの開催
・中小企業に働く女性のためのキャリア形成支援セミナー開催
                                       (Ｈ26.10.3)（再掲）

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
・中小企業に働く女性のためのキャリア形成支援セミナー開催
                                       (Ｈ26.10.3)（再掲）
・パネル展示

51) 創業資金の融資・あっ旋の実施
　市内で営業しようとする中小企業創
業者に、事業に必要な資金が円滑に調
達されるよう市の融資制度の充実を図
り、融資のあっ旋等の支援を行いま
す。

産業企画課 ○ 創業資金の融資・あっ旋の実施　15件
  認定特定創業支援事業を受けた場合は融資限度額を1,000万円から
1,500万円へ引き上げることとした。

52) 商店街での開業者への支援
　商店街で新たに開業する者の家賃や
改装等の費用について支援を行いま
す。

商業雇用課 ○ 店舗開業支援の実績
・家賃補助　      40件
・店舗改装補助　  17件
・店舗改修補助　   0件
・店舗取得補助　   0件
・リニューアル補助 1件

53) 女性農業者への支援
　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しま
す。

農業水産課 ○ 女性農業者部会活動支援
　女性起業先進地事例視察　30人参加
　　視察先：㈲梅香園、ＪＡあおば　ほほえみ館、
　　　　　　新湊きっときと市場、堀岡養殖組合、
　　　　　　河合谷の郷即売所、民宿やまじゅう

54) 市職員の専門・実務研修等の実施
　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、人材育
成に努めます。

人事課 ○ 市職員の専門・実務研修の実施
　講座数45件　 延べ参加者 1,636人（男性 862人、女性 774人）
　　　　　　　 女性参加率 47.3％

55) 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
・中小企業に働く女性のためのキャリア形成支援セミナー開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Ｈ26.10.3)（再掲）
・パネル展示

商業雇用課 ○ 関係機関との連携による女性登用促進に関するセミナーの開催
・中小企業に働く女性のためのキャリア形成支援セミナー開催
                                          (Ｈ26.10.3)（再掲）

平成26年度（後期事業計画：3年度目）施策の方向 事業計画

雇用の場
における
男女平等
の視点の
促進

男女の雇用機会の均等などに関する意
識啓発☆
　庁内の関係課が連携し、関係機関と
ともに、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、仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）などについて
意識啓発を図ります。

事業者への女性登用促進に関する意識
啓発（再掲）
　関係機関とともに、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登用の促進を図
ります。

担当部署

推進状況及び関連統計等

事業概要

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を開催します。
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重点課題８　人権尊重の意識の醸成

(1) 56) 人権意識チェック表等の活用による人
権教育の推進
　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を活用
し、人権教育を推進します。

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校あたり）
・中学校　　年間30～35時間（1校あたり）

57) 友愛訪問活動等への参加・協力の促進
　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。

社会福祉課 ○

○

ジュニア福祉活動員の育成
　牧野　　6月～3月　　　 慰問(デイケアサービス事業所）
　　　　　6月～11月　　　花いっぱい運動
　　　　　11月　　　 　　見守り隊感謝の集い
　　　　　10月　　　 　　公民館祭り
　　　　  12月　　　　 　環境チャレンジ大作戦
　千鳥丘　6、10月　 　 　クリーン活動　香野苑訪問
　　　　　6月～7月　 　　ビオトープ水質調査
　　　　　毎週水曜日　 　チョボラ活動
　　　　　6月上旬　　　　花いっぱい活動
　太田　　7月下旬　　　　環境保護活動
　　　　　5月、10月中旬　地域住民とのふれあい活動
　　　　　7、11月　　  　老人福祉施設への訪問
　　　　　5、10、11月　　学校行事への招待
　　　　　8、11月　　　　学校外行事への参加

ジュニア福祉活動指定校数　３校
　学校名　牧野、千鳥丘、太田

58) 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

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
 4回　延べ参加者160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
　事業所数 44件
第2回地域包括研究会（H26.7.14）
　地域包括　10か所　　居宅　34か所

(2) 生涯学習
での人権
尊重を進
める学習
の推進

59) 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　 2回　延べ参加者 350人

人権街頭啓発活動の実施      　　 5回

人権尊重に関する出前講座の実施　 3回　延べ参加者 314人

60) 人権尊重にかかる研修・学習に対する
配慮
　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

(3) 人権擁護
体制の推
進

61) 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
　3回

62) 共創まちづ
くり課

○ 人権相談の実施
　42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(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49人利用

63) 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運営
・委嘱委員　3人
・委員会1回開催（H27.2.13）　状況報告
・苦情申出なし

事業概要

平成26年度（後期事業計画：3年度目）担当部署施策の方向

学校教育
等での人
権尊重を
進める学
習の推進

人権尊重にかかる研修・学習に対する
配慮
　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。

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。

事業計画

推進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) 64)市役所ＤＶ対策関係課の連携☆
　高岡市男女平等推進庁内連絡会議に
ＤＶ対策幹事会を設置し、連携を図る
とともに、より一層、ＤＶ被害者の支
援に努めます。

男女平等・
共同参画課

○ 庁内ＤＶ対策関係課会議の開催(H26.5.28)
・内容　各関係課におけるＤＶ対策の現状と課題についての報告、
　　　　意見交換

65)ＤＶ関係機関・民間支援団体との連携
☆
　高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会を設
置し、ＤＶ関係機関や民間支援団体と
の連携を図るとともに、より一層、Ｄ
Ｖ被害者の支援に努めます。

男女平等・
共同参画課

○ 高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の開催(H26.6.12)
・内容　市及び関係機関におけるＤＶ対策の現状と課題についての
　　　　報告、意見交換
・構成　県（警察署、女性相談センター等）、
　　　　民生委員児童委員協議会、人権擁護委員協議会、
　　　　医師会、民間支援団体、市

66)相談員等の研修等、相談機能の充実☆
　男女平等推進センター相談員や市役
所ＤＶ担当部署職員は、専門研修へ参
加し、相談機能の充実に努めます。

男女平等・
共同参画課

○

○

○

○

○

○

相談員などの研修会等への参加
〔研修〕
・女性に対する暴力被害者支援のための官官・官民連携促進
　ワークショップ〔相談員向け〕(内閣府)　　　1回(H26.10.9～10)
・児童虐待防止研修会（富山県医師会館）　　　1回(H26.10.24)
・女性保護啓発講演会　　　　　　　　　　　　1回(H27.2.5)
・性犯罪被害者支援体制整備促進事業研修プログラム（内閣府）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回(H27.2.25～26)

〔会議〕
・高岡市青少年相談機関連絡会(市少年育成センター)1回(H26.6.4)
・女性相談員等連絡会議　　　　　　　　　　　　1回(H26.6.10)
・人身安全関連事案対応に関する意見交換会　　　1回(H26.11.21)
・保護命令事件関係機関との連絡協議会　　　　　1回(H26.11.27)
・高岡市要保護児童対策地域協議会(市子ども・子育て課)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回(H27.2.10)

人身安全関連事案対応に関する意見交換会　　　　1回(H26.7.29)

女性に対する暴力被害者支援のための官官・官民連携促進ワーク
ショップ〔配偶者暴力相談支援センター長向け〕(内閣府)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回(H26.8.7～8)
高岡市要保護児童対策地域協議会研修会(市子ども・子育て課)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1回(H26.11.17)
富山県ＤＶ対策連絡協議会との連携　 　　会議出席1回(H27.2.18)

富山県ＤＶ被害者支援セミナー 3回　延べ参加者 16人（担当各課）

67) ＤＶ被害者の市営住宅入居要件等の緩
和
　ＤＶ被害者の入居申込時に、入居要
件に関する法的緩和措置を実施しま
す。

建築住宅課 ○ 地域主権一括法の施行に基づく高岡市営住宅条例の改正により、DV
被害者の入居が条例で規定。（H24.4.1施行）
高岡市営住宅へのDV被害者の優先入居への配慮
　1件
（うち　単身での入居許可　0件）
（うち　待機順番の繰上げ入居　0件）

68) 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)

□－28　男女平等推進センターＤＶ相談数　延1,435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・延べ49人利用

子ども・子
育て課

○ ＤＶに関する相談の実施　 延べ相談数 8件

共創まちづ
くり課

○ ＤＶに関する相談の実施　 延べ相談数 3件

69)配偶者暴力相談支援センター機能整備
によるＤＶ被害者支援の充実☆
　男女平等推進センターに、配偶者暴
力相談支援センターの機能を持たせ、
ＤＶ被害者の支援の充実に努めます。

男女平等・
共同参画課

○

○

○

相談と情報提供
・被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助
・保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
・被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供
  その他の援助

保護・支援に関する各種証明書の発行

臨床心理士によるカウンセリングの実施(H25.4～)
　月1回　延べ11人

事業概要

平成26年度（後期事業計画：3年度目）施策の方向 事業計画

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

推進状況及び関連統計等

担当部署

ＤＶ等の相談の実施
　男女平等推進センターや市役所ＤＶ
担当部署で、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
無料法律相談を実施します。
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70)高岡市ＤＶ対策基本計画の進行管理及
び公表☆
　高岡市ＤＶ対策基本計画の推進状況
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

71)ＤＶ等の防止に関する啓発事業の実施
☆
　男女平等推進センターで、ＤＶやセ
クシュアル・ハラスメントの防止に関
する啓発事業を行います。また、デー
トＤＶを防止するため、若い世代への
予防啓発プログラムを開発・実施する
など、啓発を図ります。

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
　　　　　　　　　　　　（日本語・英語版・ポルトガル語版）
　医師会を通じて各医療機関150か所、地域包括支援センター、
  本庁舎、高岡市民病院、厚生連高岡病院、済生会高岡病院、
  福岡庁舎の女子トイレ

女性に対する暴力をなくす運動(H26.11.12～11.25)企画事業の実施
・市内高校１年生へのデートDV予防啓発リーフレットの配布
　　約2,900枚
・ＤＶ防止にかかる企画展示の実施（パネル展示）
　　センターサロン、本庁１階ロビー
・ＤＶ防止講座の開催
　　デートＤＶ予防啓発講座(H26.10.31、H26.11.21、H26.12.5)
　　参加者延39人
　　（市民企画講座　企画：高岡ＤＶ被害者自立支援基金パサパ）
・第2弾男女平等ＥＸＰＯ高岡2014(H26.11.16)
　　「エッ、これもＤＶ・・・
　　　　　　～気づき、手をつないで守る　大切な人～」
　　　主催：男女平等ＥＸＰＯ高岡実行委員会、共催：高岡市
　　　参加者 40人
・高岡駅でのリーフレット配布

若い世代へのＤＶ予防啓発プログラムの開発・実施
　検討チームによるプログラムの作成、出前講座の実施 3校7クラス

○

○

ＤＶ被害者支援者の研修会の開催
・ＤＶの無い社会をめざして2014
　（2014年度富山県ＤＶ被害者エンパワメント事業）
　　主催：ＮＰＯ法人Ｎプロジェクトひと・みち・まち
　　後援：砺波市、高岡市
　第１回ＤＶを知っていますか？
　　　　　～相談室から見えてくる「ＤＶってこんなこと」～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H26.10.8)
　　場　所　　砺波市社会福祉会館大会議室
　　講　師　　配偶者暴力相談支援センター相談員
　　参加人数　10人（女性８人、男性２人）
　第２回ＤＶ対策の一翼としてのＤＶ加害者プログラム
　　　　　～被害者支援の視点から～（H26.10.11）
　　場　所　　高岡市男女平等推進センター会議室
　　講　師　　ＤＶ加害者プログラムＮＯＶＯ（ノボ）運営者、
　　　　　　　神戸大学・立命館大学非常勤講師　伊田広行さん
　　参加人数　40人（女性23人、男性17人）

女性のための講座等の開催
・女性のための自己尊重トレーニング講座～
　(H26.7.6、H26.7.13、H26.7.20、H26.7.27)　　延べ参加者 41人
・話のスペース「ぽこあぽこ」開設(毎月第４金曜日19:00～)

■－20　ＤＶ防止に関する講座の参加者数【数値目標　30人】
　　　　　参加者 129人

72)地域での支援者に対するＤＶ防止に関
する出前講座の実施☆
　学校関係者、民生委員・児童委員及
び人権擁護委員など、地域での支援者
に対し、ＤＶ防止に関する出前講座を
実施し、啓発に努めます。

男女平等・
共同参画課

■－21　地域での支援者を対象とした出前講座の実施回数（累計）
　　　 【目標数値　10回】
　        婦人会、民生委員を対象とした出前講座の開催　15回

73) 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、
職員の相談対応に努めます。

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4人選任
 （人事課2人、男女平等・共同参画課2人)
  相談数 0件

(2) 74) 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
　開催 4回(内研修1回）、個別ケース検討会議 78回

□－29　児童虐待相談件数　 延べ277件

高齢介護課 □－30　高齢者虐待相談件数　延べ60件

75) 育児不安等への相談対応
　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。

健康増進課 ○ 生後３か月までの乳児の家庭訪問の実施
・延べ家庭訪問 1,218件（訪問実施率 99.8%）

□－31　子どもがいる暮らしが楽しいと感じる母親の割合　 99.0％

子どもや
高齢者等
の虐待の
防止

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、予防
啓発と被害者支援に努めます。
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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

保険年金課
健康増進課

○

○

特定健康診査の実施（対象：40～74歳）

□－32　特定健康診査の受診率　48.4％（H27.3）

特定保健指導の実施（初回面接実施者速報値）
　動機づけ支援　242件　積極的支援　36件

健康増進課 ○ 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  48.3%
・歯周疾患検診(40・45・50・55・60・65・70歳)受診率  1.98%
・若い世代の健康診査（対象：18～39歳）      受診者  566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
　　　（直営分）　310件
・健康教育    集団教育 464回 延べ27,807人
・健康相談    重点相談  35回     　  81件
　　          総合相談 302回      5,453件
　　          電話相談            　288件
　　          心の健康相談           51件
・訪問指導  2,140件

77) 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 ○ がん検診の実施率

■－22　子宮がん検診の受診率【目標数値　30％】
　　　　　25.6％
■－23　乳がん検診の受診率【目標数値　38％】
　　　　　25.9％

　胃がん（22.9％）、肺がん（27.5％）、大腸がん（27.1％）、
　前立腺がん（19.1％）

78) 地域がん診療連携拠点病院としての取
り組みの実施
　マンモグラフィー検診や乳腺専門外
来の実施など、「女性のがん・放射線
治療」を特色とした取り組みを実施し
ます。

市民病院 ○

○

○

マンモグラフィー検診の実施　 受診者 1,740人

乳腺専門外来実施
　毎週木曜日 14:00～16:00

看護専門外来の実施(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

79) 健康づくり活動への市民参加促進☆
　健康づくり推進員による活動や食生
活改善推進員による食育活動など、健
康づくり活動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

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

■－24　健康づくり活動への参加者数【目標数値　延100,000人】
　　　　  延べ90,716人

80) 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（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 (H27.3.31)

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（13種目）
・市民スポーツ大会（10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(H26.3)
　3箇所（クラブ名：遊Uクラブ、石堤スポーツクラブ、
　　　　 AQUOS万葉スポーツクラブ）

■－25　体育施設の利用者数【目標数値　延750,000人】
　　　　　延べ724,724人
■－26　スポーツ教室の参加者数【目標数値　延52,000人】
　　　　　延べ40,560人

施策の方向 事業計画 担当部署

推進状況及び関連統計等

76)

平成26年度（後期事業計画：3年度目）

事業概要

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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81) 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
　28回　 延べ相談件数 51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
　95回　延べ相談件数 1,127件

社会福祉課 ○ 心身の健康に関する個別相談窓口の設置
　自殺予防週間における誰でもゲートキーパーキャンペーンの実施

(2)妊娠・出
産等に関
する健康
支援

82) 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
　5回　延べ参加者347人

■－27　パパとママの育児講座への夫婦での参加率（再掲）
       【目標数値　100％】
　　      98.9％

83) 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16:00～17:00

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

母乳育児に関する相談
　助産師による母乳育児に関する相談

84) 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 □－33　妊産婦医療費助成受給者　 101人

□－34　不妊治療費助成交付件数　 392件

85) 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
・3～4か月児健康診査     受診率　98.9%
・1歳6か月児健康診査     受診率　97.8%
・3歳児健康診査          受診率　96.9%

母子保健相談・指導
・母子健康相談      768回・延べ相談件数 3,156件
・母乳育児相談       12回・延べ相談件数   195件
・幼児保健相談       11回・延べ相談件数   165件
・はじめての離乳食教室・離乳食セミナー
                     12回・延べ相談件数   270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　　延べ受診者数　 15,096人
・妊婦精密健診　　延べ受診者数　      2人
・乳児一般健診　　延べ受診者数　  2,069人
・乳児精密健診　　延べ受診者数　     62人

86) 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

○ こども医療費助成の実施
　０歳～中学校3年生　 登録者19,353人

87) 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
・履修時間
　小学校全学年　12時間
　中学校全学年　 9時間

88) リプロダクティブ・ヘルツ／ライツの
概念等に関する図書等の整備・充実
　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
男女の性に関する図書等の整備の充実
を図ります。

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
・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　 816冊（貸出実績　延べ7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は26冊（貸出実績 0件）

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。
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(3) 89) 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　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）

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
　２か所・２枚

90) 健康増進課 ○ 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）
・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
・分煙機の設置 ３台（H27.3.31）
（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、平成26年3月
　には本庁舎２階の分煙機を撤去）

人事課 ○ 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（H19.6～）
・病院敷地内禁煙の実施（H19.4.1～）

学校教育課 ○ 児童・生徒への禁煙教育の実施
　小学校6年生
　中学校1～3年生
　保健体育の授業にて実施

健康をお
びやかす
問題につ
いての対
策の推進

たばこに関する正しい知識の普及及び
環境整備
　たばこと健康に関する正しい知識の
普及により、市民の健康支援に努めま
す。また、市役所や高岡市民病院等公
共施設において、分煙・禁煙対策を行
います。

ＨＩＶ／エイズ、薬物乱用等に関する
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
チラシの設置等により、市民等への意
識啓発を図ります。
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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

91) 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☆
　今日的な社会情勢の変化や市民意
識・ニーズ等をふまえ、男女平等推進
センターにおいて、男女平等・共同参
画にかかる講座やイベントの開催、情
報誌等の開催など、的確な情報発信・
提供に努めます。事業の企画・実施に
あたっては、男女平等・共同参画を推
進するグループを含め、市内各界各層
の団体等の強み・得意分野等も一層活
用し、取り組んでいきます。

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
　6講座（11回）開催、延べ参加者208人

■－28　男女平等ＥＸＰＯ高岡参加者【目標数値　200人】
　　　　　第1弾、第2弾合計参加者人数　129人
・第1弾「男女の健康の確保に向けてのセミナー」(H26.10.26)
　　講演「女性も男性も笑顔で健やかに自分らしく
                    ～検診が運ぶそれぞれの充実生活～」
　　パネルディスカッション（４名）
      参加人数　89人
・第2弾「女性に対する暴力をなくす運動事業」
                                      (H26.11.16)（再掲）
　　寸劇、講演、中学生向け「デートＤＶ予防啓発講座」の体験
      参加人数　40人
　
粋メンプロジェクトの推進
・父と子（祖父と孫）の簡単コースターづくり（H26.8.24）
    参加者親子20組54名
・防災用保存食を使った簡単料理（H26.12.8）　参加者13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　　816冊（貸出実績　延べ7件）
　ビデオ・ＤＶＤ　 59本（貸出実績　延べ0件）

92) 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登録活動団体
に対する施設優先利用・情報提供や魅
力ある事業の実施に努め、同センター
登録活動団体数や施設利用者の拡大を
図ります。

男女平等・
共同参画課 ■－29　男女平等推進センターの利用者数

       【目標数値　延12,000人】
　　　　　延べ利用者数　11,880人
■－30　男女平等推進センター講座における男性参加率
       【目標数値　30％】
　　　　  参加率　25.4％
□－35　センター登録活動団体数
　　　　　登録団体　44団体（H27.3）

93) 男女平等・共同参画をテーマとした出
前講座の開催☆
　男女平等・共同参画を推進するグ
ループを含め、市内各界各層の団体等
と連携・協力し、地域において、出前
講座を開催します。

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開催
・男女共同参画推進員定例会への出前講座　1回
・その他の団体等への出前講座　　　　　　3回

94) 各種統計情報の収集・提供
　国や県等の各種統計情報を収集し、
市民等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
課題の分析に努めます。

男女平等・
共同参画課

○

○

○

○

「とやまの男女共同参画データブック2014」（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

センター相談事業

男女平等・共同参画関係団体との意見交換

95) 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
　市民ニーズの把握のため、男女平等
推進センターの講座やイベントを開催
する際、参加者へのアンケート調査を
実施します。

男女平等・
共同参画課

○ センター講座等開催時におけるアンケート調査の実施
　各講座修了時に実施

96) 施策の推進状況の公表
　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きます。

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

97）男女平等・共同参画都市宣言の歌の発
信・活用☆
　男女平等・共同参画都市宣言の歌を
センターホームページ等で発信し、気
運の醸成と理解の促進に努めます。ま
た、センター事業や、富山県男女共同
参画推進員高岡連絡会主催のミニ地区
懇談会で唱和するなど普及に努めま
す。

男女平等・
共同参画課

○ 男女平等・共同参画都市宣言の歌の普及
・宣言の歌
　　富山県男女共同参画推進員高岡連絡会総会、定例会
　　センターネットワーク会議
　　ホームページ
・パネル展示
・会議資料、封筒などに宣言都市を印刷
・シール（名刺、封筒など）

施策の方向 担当部署 平成26年度（後期事業計画：3年度目）

事業概要

推進状況及び関連統計等

事業計画

19



(2) 推進体制
の充実・
強化

98) 男女平等推進庁内連絡会議の開催
　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
体となって推進していくため、「高岡
市男女平等推進庁内連絡会議（幹事
会・主任会議）」を開催します。

男女平等・
共同参画課

○ 高岡市男女平等推進庁内連絡会議の開催(H26.9.3 )
・内容　高岡市男女平等推進プラン及びＤＶ対策基本計画の
        取組状況について
・構成　市長、副市長、教育長、各部長等

99) 男女平等推進市民委員会の開催
　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(H26.9.15)
・内容　高岡市男女平等推進プラン及び高岡市ＤＶ対策基本計画に
        関する審議
・構成　有識者、地域団体、公募

100) 男女平等推進センターネットワーク会
議の開催☆
　男女平等推進センターの事業に、市
民等の視点や意見を反映するととも
に、市民等の参画による普及・啓発事
業を実施し、市民相互のネットワーク
の強化を図るため、市内の各界各層の
委員で構成する「高岡市男女平等推進
センターネットワーク会議」を開催し
ます。

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・全体会議
・構成　有識者、地域団体、公募
(H26.5.23)
・内容　男女平等推進センター事業実績及び事業計画について
(H26.10.6）
・内容　男女平等推進センター事業報告について
　　　　次年度事業についての意見交換
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Ⅱ 高岡市男女平等推進センターの概要 
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１ 設置目的 

高岡市男女平等推進センターは、男女平等・共同参画を推進する市民活動を支援す

るとともに、男女平等・共同参画の推進に関する施策を総合的に進めるために設置す

るものです。 

  

 

２ 設置経緯 

平成元年３月  高岡女性の会連絡会より女性センター設置に関する要望書提出 

平成３年４月  高岡市総合計画第６次事業計画において、女性センター機能を 

もつ施設の設置を位置づけ 

平成 ５年３月  高岡市女性プランにおいて女性センターの設置を位置づけ 

平成１３年３月  高岡市総合計画第８次事業計画、高岡市男女平等推進プラン及び 

高岡市生涯学習施設整備基本計画において、高岡駅前西再開発ビ

ル内に女性センター機能を有する施設の設置を位置づけ 

平成１４年３月  高岡駅前西再開発ビル工事着工 

平成１５年６月  高岡市男女平等推進条例において、男女平等・共同参画を推進 

する拠点施設の設置を明記 

平成１６年３月  高岡駅前西再開発ビル竣工 

平成１６年４月  高岡市男女平等推進センター開館(高岡駅前西再開発ビル 6階)         

 

 

３ 施設概要 

名    称  高岡市男女平等推進センター 

所  在  地  高岡市末広町 1番 7号 ウイング・ウイング高岡６階 

建物の概要    鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 

開    館   午前 9時～午後 10時(利用時間午前 9時～午後 9時 30分) 

休  館  日  毎月第 4月曜日、12月 29日～翌年 1月 3日 
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４ 管理運営 

（１）施設使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 

基本使用料 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

9:00～ 13:00～ 18:00～ 9:00～ 13:00～ 9:00～ 

12:00 17:00 21:30 17:00 21:30 21:30 

会議室 1,940円 2,260円 2,260円 3,240円 3,340円 4,320円 

1 営利・商業活動などに利用する場合は、基本利用料金に 50％を乗じて得た額を加算 
2 冷房又は暖房期間（6/15～9/15,11/15～3/31）に利用する場合の使用料は、基本使用料に

20％を乗じて得た額を加算 

施設名 定員等 機   能 

サロン － 
男女平等・共同参画に関連した図書やビデオ等の閲
覧・貸出、行政機関やグループ・団体の催し等の情報
を掲示します。 

交流スペースＡ 16名 
登録団体は、会議や研修等に利用できます。 

交流スペースＢ 12名 

会議室 24名 
登録団体に限らず、男女平等・共同参画に関する講座
や研修等、様々な活動の場として利用できます。 

相談室 － 

専任の相談員が生き方、夫婦の問題、ＤＶ等の悩み事
について電話相談・面接相談（要予約）に応じます。 
【相談時間】 
月～土曜日 9：30～16：30 
但し、木曜日は 14：00～20：00 

登録団体 

ロッカー 
52口 

活動のための物品の収納や会報・ちらしの配布等、登
録団体相互の連絡に利用できます。 

 

 

センター平面図 



 

 

 

Ⅲ 高岡市男女平等推進センターの事業報告 
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１ 普及・啓発、学習事業 

（１）男女平等 EXPO高岡 2014 

市民、事業者及び市（以下「市民等」という。）が、本市の男女平等・共同参画に対する

姿勢を市内外に発信し、実現に向けての気運を一層高めていくため、本市の各界各層の団体

の協働により、毎年度、ウイング・ウイング祭に合わせ、「男女平等 EXPO高岡」を実施して

いる。 

本年度はウイング・ウイング高岡開館 10周年を記念し、第１弾は「男女の健康の確保」を

テーマに男女の視点から検診の重要性について、共に考える講演会やシンポジウムを開催す

る。そして、第２弾として、ＤＶが身近な問題であることを知り、若い世代からの予防啓発

の必要性などについて考えるセミナーを開催する。 

 

  第１弾 男女の健康の確保に向けてのセミナー 

 日 時  平成 26年 10月 26日（日）10:00～11:30 

場 所  生涯学習センターホール（ウイング・ウイング高岡４階） 

参加者  89人（男性 25人、女性 64人） 

内 容 

(ア) 基調講演 

演題：「乳がんを予防し、 

自分らしく生きるために」 

講師：国立大学法人 

富山大学附属病院看護部副看護師長 

乳がん看護認定看護師 倉田 典子さん 

 

(イ) パネルディスカッション「検診へ一歩踏み出すために」 

コーディネーター：男性介護者の会「みやび」代表 平尾 隆さん 

パ ネ ラ ー：富山大学附属病院 乳がん看護認定看護師 倉田 典子さん 

高岡市ヘルスボランティア協議会会長 河合 博子さん 

         乳がん患者会「ハッピーリボン」 石田 博子さん 
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第２弾 女性に対する暴力をなくす運動事業 

日 時  平成 26年 11月 16日（日）10:00～正午 

場 所  男女平等推進センター会議室（ウイング・ウイング高岡６階） 

参加者  40人（男性 12人、女性 28人） 

内 容   

(ア) 寸劇 

演 題：「デートＤＶ 女子高生の会話から」 

    出 演：アプローチ（高岡市男女平等推進センター登録活動団体） 

 

(イ) 高岡市の現状について 

    ①演 題：「ストーカー・ＤＶ等の被害にあわないために」 

     説明者：高岡警察署生活安全課 

課長 針山 鉄雄さん 

    ②演 題：「エッ、これもＤＶ…」 

     説明者：高岡市男女平等推進センター 

所長 蒲田 政裕 

 

(ウ) 中学生向け「デートＤＶ予防啓発講座」 

      講 師：高岡デートＤＶ予防啓発チーム 

 
（２）粋メンプロジェクト 

平成 22年 6月 17日、厚生労働省は、「イクメンプロジェクト」を立ち上げた。 

「イクメン」とは、「子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のこと」としており、育

児をすることが、自分自身だけでなく、家族、会社、社会に対しても良い影響を与えるとし

ている。 

 同様に、家事に積極的な男性を「カジダン」、お菓子作り職人、パティシエを文字って「パ

パシエ」、そのおじいちゃん世代を「ソフリエ」、オムツ替えの上手な男性を「オムリエ」

と呼ぶなど、育児や家事に積極的な男性を奨励する社会的な動きが見られる。 

 このように、男女平等・共同参画に積極的な男性は、「粋（いき）」で「かっこいい」も

のであり、好ましいモデルとして育成していく必要があるとの考え方に基づき、本市では、

「粋（いき）メンプロジェクトチーム」を設置し、子育て世代からプラチナ世代（中高年以

上）まで幅広い世代の男性を対象に、家事、育児、介護、ワーク・ライフ・バランス（仕事

と生活の調和）などをテーマとした講座を開催。高岡市男女平等推進センターネットワーク

会議及び同委員が所属する団体などと連携・協力しながら、事業の推進を図る。 

 

 第１回 父と子（祖父と孫）の簡単コースターづくり 

    日 時  平成 26年８月 24日（日） 

午前 10時～正午 

  場 所  男女平等推進センター 

（ウイング・ウイング高岡６階） 

  参加者  20組 54人（男性 19人、女性 35人） 

内 容  男性が楽しく家事・育児に携わることを

促すため、親子が一緒に針仕事を楽しめる

コースター作りイベントを開催 
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     第２回 これならできる！「防災用保存食を使った簡単料理教室」講座 

   日 時  平成 26年 12月８日（月） 

午前 10時～正午 

   場 所  生涯学習センターキッチンサロン 

（ウイング・ウイング高岡６階） 

    参加者  13人（男性６人、女性７人） 

内 容    災害が起こった時は、男女関わり

なく備蓄してあるもので料理するこ

とが必要となるため、どこの家庭に

もある防災用保存食を使って、簡単

に美味しくできる料理教室を開催 

 

（３）センター企画講座（４講座（８回）開催、延１４７人受講） 

センター、もしくはセンターと団体とが連携・協力し、男女平等・共同参画に関する様々な

テーマで、講座を企画・実施するもの。 

事業名・参加者数 内  容 

男女共同参画 

週間事業講座 

男女平等・共同参

画ってなに？ 

 

 

女性 ３１人 

男性 ２９人 

計  ６０人 

 

内閣府とその他の男女共同参画推進本部構成府省庁が主唱する「男女共同参

画週間」（6/23～6/29）に合わせ、男女平等推進の目的や取り組みについて知

るとともに、職場・地域・家庭などあらゆる分野での男女の共同参画の重要性

について考える講座を開催。 

◇日時・場所：平成 26年 6月 19日（木）・男女平等推進センター会議室 

平成 26年 6月 24日（火）・市役所 801会議室 
 

日 時 タイトル 講 師 

6月 19日(木) 

19:00～21:00 
男女平等・共同参画ってなに？ 

国吉光徳保育園園長、

光徳寺住職、元県男女

共同参画推進員 

安居 登さん 

6月 24日(火) 

19:30～21:00 
自治会へ女性も参画しよう！ 

高岡人権擁護委員、 

元桐木町自治会長 

石川 勢喜子さん 

ＮＰＯ法人Ｎプロジェ

クトひと・みち・まち 

須賀 泉美さん 
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事業名・参加者数 内  容 

女性のための 

自己尊重トレー

ニング 

 

 

女性 ３３人 

計  ３３人 

 

講義やワークをとおして、自分自身の意思や感情を尊重するための考え方や、

他者とのコミュニケーション方法を身につけることでエンパワメントし、積極

的な生き方を考える。 

◇日時：平成 26年 7月 6日（日）、7月 13日（日）、7月 20日（日）、 

7月 27日（日） 

◇場所：男女平等推進センター会議室 
 

日 時 タイトル 講 師 

7月 6日(日) 

10:00～12:00 
「わたし」を知ろう 

ウィメンズカウン

セリング富山 

7月 13日(日) 

10:00～12:00 
「わたし」の感情を受け入れよう 

7月 20日(日) 

10:00～12:00 
「わたし」の価値観を見直そう 

7月 27日(日) 

9:30～11:30 
「わたし」を大切にしよう 

世界的銅板画家 

南 桂子さん 

～女性作家とし

ての生き方を聞

く～ 

 

 

女性 ２１人 

男性  １人 

計  ２２人 

 

高岡市出身の世界で活躍した銅板画家 南 桂子さんを通して、女性の様々な

生き方について学び、話し合う講座を開催。 

◇日時：平成 26年 9月 11日（木） 

 ◇場所：男女平等推進センター会議室 

※Ｅフェスタ 2014のワークショップのひとつとして開催。 

日 時 タイトル 講 師 

9月 11日(木) 

13:30～15:00 

世界的銅板画家 南 桂子さん 

～女性作家としての生き方を

聞く～ 

高岡市美術館学芸員 

瀬尾 千秋さん 

男女で考える 

自己肯定感を 

はぐくむ子育て 

 

 

女性 ２９人 

男性  ３人 

計  ３２人 

 

子育てのなかで「自分はかけがえのない大切な存在」であるという自己肯定

感を子どものころからはぐくみ、将来のＤＶ予防に繋げるための講座を開催。 

◇日時：平成 27年 3月 5日（木） 

 ◇場所：男女平等推進センター会議室 
 

日 時 タイトル 講 師 

3月 5日(木) 

19:00～20:30 

男女で考える自己肯定感を 

はぐくむ子育て 

真生会富山病院 

心療内科部長  

明橋 大二さん 
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（４）商業雇用課と共催事業（１講座（１回）開催、４０人受講） 

事業名・参加者数 内  容 

中小企業に働く

女 性 の た め の

キャリア形成 

支援セミナー 

 

女性 ３６人 

男性  ４人 

計  ４０人 

 

 「仕事も家庭も自分らしく」と考えている女性に、職場における女性リーダー

としての心構えを伝授し、「なりたい自分」を描けるよう応援するセミナー。 

◇日時：平成 26年 10月 3日（金） 

◇場所：男女平等推進センター会議室 

◇企画協力：財団法人 21世紀職業財団 
 

日 時 タイトル 講 師 

10月 3日(金) 

14:00～15:30 

中小企業に働く女性のための

キャリア形成支援セミナー 

(公財)21 世紀職業財団

業務執行理事・事務局長 

髙松 和子さん 

 

（５）男女共同参画週間（6/23～6/29）企画催事業 

   男女平等・共同参画に関する市民の理解を深めるため、内閣府とその他の男女共同参画推進

本部構成府省庁が主唱する「男女共同参画週間」に合わせ、展示等を実施。 

    ア 企画展示 

     ・ 高岡市男女平等推進プラン後期事業計画やワーク・ライフ・バランスについて 

       （男女平等推進センター、高岡市役所本庁舎） 

    イ ケーブルテレビでの周知・啓発 

    ウ 講座開催 

ウ 女性弁護士による法律相談の定員枠の拡大 

     ・ 日 時  6月 27日(金)14:00～16:00 

     ・ 場 所  男女平等推進センター相談室 

     ・ 定 員  8人（通常 4人） 

 

（６）女性に対する暴力をなくす運動（11/12～11/25）企画催事業 

   女性に対する暴力の根絶を目指し、内閣府とその他の男女共同参画推進本部構成府省庁が主

唱する「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせ、展示等を実施。 

    ア 展示（11/12～11/25） 

      女性に対する暴力をなくす運動ポスター、ＤＶ予防啓発パネル、 

パープルリボンＴシャツ他 

イ ケーブルテレビでの周知・啓発 

    ウ 予防啓発リーフレット等の配布 

予防啓発リーフレット「デートＤＶを知っていますか」を、市内高校１年生に配布 

ＪＲ高岡駅構内にてＤＶ予防啓発リーフレットを配布（県事業に協力） 

    エ 団体・グループによる事業 

      運動に関連して、団体・グループがセンターで講座等を開催。 

      ・男女平等ＥＸＰＯ高岡 2014第 2弾（再掲） 
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    オ 講座開催 

      運動に関連した講座を開催 

      ・市民企画講座 デートＤＶ予防啓発講座～いい関係を若者へ伝えよう～（後掲） 

      

（７）市民企画講座（４講座（１１回）開催、延１５７人受講、助成総額９０千円） 

男女平等・共同参画社会の実現に向けた講座の企画（運営まで）を募集し、採用した企画を

グループとともに実施し、経費の一部を助成するもの。 

事業名・参加者数 内  容 

「わたし流」「あな

た流」ストレスが軽

くなるコミュニ

ケーション術講座 

 

女性 ６３人 

男性  ９人 

計  ７２人 

 

自分と相手の気質を理解し、人間関係にまつわるストレスの軽減につなげ

るため、講義や演習、グループワークを通して、人間関係をよくするための

話し方、聴き方などの実践的なスキルを学ぶ。 

◇日 時：平成 26年 8月 23日（土）、10月 25日（土）、11月 22日（土） 

◇企 画：オリーブ 

◇助成額：45千円（企画謝礼 5千円、講師謝礼 30千円、託児謝礼 10千円） 
 

日 時 タイトル 講 師 

8月 23日(土) 

10:00～12:00 

自分と相手とのタイプを

知ろう 新潟薬科大学臨床准教授、 

ヘルスカウンセリング学会

公認講師 

南雲 陽子さん 

10月 25日(土) 

10:00～12:00 
聴こうよ！相手の話 

11月 22日(土) 

10:00～12:00 
伝えよう！自分の気持ち 

デートＤＶ予防 

啓発講座 

～いい関係を 

若者へ伝えよう～ 

 

女性 ３５人 

男性  ４人 

計  ３９人 

 

大人として若者にどんな形で「デートＤＶ防止」を伝えていけば良いのか、

どんな社会になれば良いのかなどを考えながら、実際に若者に伝える手法を

学ぶ。 

◇日 時：平成 26年 10月 31日（金）、11月 21日（金）、12月 5日（金） 

◇企 画：高岡ＤＶ被害者自立支援基金パサパ 

◇協 力：高岡デートＤＶ予防啓発チーム 

◇助成額：20千円（企画謝礼 5千円、講師謝礼 15千円） 
 

日 時 タイトル 講 師 

10月 31日(金) 

19:00～20:30 

なぜ今、デートＤＶ予

防啓発活動が必要なの

か 

ウィメンズカウンセリング

富山 

越野 誠子さん 

太田 眞由美さん 

11月 21日(金) 

19:00～20:30 

体験してみよう 

～中学生のためのデー

トＤＶ予防啓発講座～ 

高岡デートＤＶ予防啓発

チーム 

12月 5日(金) 

19:00～20:30 

伝えてみよう 

～暴力を使わない 

いい関係づくり～ 

高岡デートＤＶ予防啓発

チーム 
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事業名・参加者数 内  容 

行動に繋がる 

チームファシリ

テーション基礎 

講座 

 

女性 １７人 

男性  ６人 

計  ２３人 

職場や学校、地域などの集まりの中で、いろいろな意見を出しあえる場づ

くり、整理、行動に繋げる方法を学ぶ。 

◇日 時：平成 26年 11月 15日（土）、12月 14日（日）、 

平成 27年 1月 18日（日） 

◇企 画：ふぁん・ふぁしぃ・Café 

◇助成額：5千円（企画謝礼 5千円） 
 

日 時 タイトル 講 師 

11月 15日(土) 

10:00～12:00 

意見をいろいろ出しあ

える場づくりに挑戦 

ふぁん・ふぁしぃ・Café 代表 

岸 靖久さん 

12月 14日(日) 

10:00～12:00 

話しあいの見える化、

構造化に挑戦 

1月 18日(日) 

10:00～12:00 

意見の違いや対立を乗

り越えて行動を引き出

そう 

女性史に学ぼう 

～男女平等社会を

目指して～ 

 

女性 １９人 

男性  ４人 

計  ２３人 

先輩女性たちが男女平等のために活動してきた歴史を学び、今後の活動に

活かしていくにはどうすればよいか考え、話し合う。 

◇日 時：平成 27年 2月 8日（日）、2月 28日（土） 

◇企 画：ＮＰＯ法人 Ｎプロジェクトひと・みち・まち 

◇助成額：20千円（企画謝礼 5千円、講師謝礼 10千円、託児謝礼 5千円） 
 

日 時 タイトル 講 師 

2月 8日(日) 

10:00～12:00 

女性たちの活動 

これまでとこれから 

―富山県母親大会 

54年の歴史― 

富山県母親大会連絡会代表 

本木 英子さん 

2月 28日(土) 

10:00～12:00 

国際女性デーによせて 

―アメリカの女性運動 

からみえたもの― 

元・日米環境活動支援 

センター代表 

宮崎 さゆりさん 
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２ 情報の収集・提供事業 

（１）インターネットによる情報発信 

ホームページにより、男女平等推進センターの活動や、男女平等・共同参画に関する各種情

報を広く県内外に発信。 

（ホームページ ： http://www.city.takaoka.toyama.jp/gec/kurashi/kyodosankaku/ 

center/index.html) 

   

（２）男女平等推進プラン情報誌“ありーて”の発行 

① 発行回数  年 1回 

② 発行部数  5,000部（Ａ4判 8ページ） 

③ 編集委員  公募による 4名 

   

（３）センターだより“ありーて めいと”の発行 

男女平等推進センターの講座・事業や利用グループの活動等の情報を提供。 

① 発行回数  年 6回（原則、偶数月）  

② 発行部数  各号 1,200部（Ａ4判 4ページ） 

 

（４）書籍・資料等の収集・提供 

男女平等・共同参画関係図書類を収集し、市民等へ貸出。 

① 貸出数は、原則として１回書籍３冊、ビデオ・ＤＶＤ３本まで 

② 貸出期間は、原則 14日間 
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３ 個人・グループ・団体の活動と交流支援 

（１）学習支援事業（１講座（１回）開催、１６人受講、助成総額１２千円） 

市民が男女平等推進プランについて関心と理解を深めるとともに、男女平等・共同参画社会

の実現に向けて活動を推進する人材を養成するため、男女平等・共同参画について、団体やグ

ループが自主的に実施する講演会・講座・セミナー・調査・研究などに必要な講師料等を助成

するもの。 

事業名・参加者数 内  容 

地方自治体の 

予算書・決算書を 

見る力をつけよう！ 

～市民の政治参加力

を高めるために～ 

 

女性 １３人 

男性  ３人 

計  １６人 

 

地方自治体の予算書・決算書の見方を学び、政治参加力を高める。 

◇企 画：シャキット富山 35 

◇助成額：12千円 
 

日 時 タイトル 講 師 

11月 9日(日) 

13:30～15:30 

地方自治体の予算書・決算

書を見る力をつけよう！ 

～市民の政治参加力を 

高めるために～ 

高岡法科大学教授 

豊本 治さん 
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（２）市民活動支援事業（Ｅフェスタ） 

男女平等推進センターを拠点に活動する団体の活動発表と活動を深める機会のため、パネ

ル展示や各種講座、講演会を内容とした「Ｅフェスタ」（Ｅネット主催）に支援。 

◇日 時：平成 26年 9月 6日（土）～9月 13日（土） 

◇助成額：640千円 

  ア 講座・ワークショップ 

◇日 時：平成 26年 9月 6日（土）～9月 12日（金） 

◇場 所：男女平等推進センター会議室 

№ 講座名 団体名 日時 
参加者数（人） 

女 男 計 

1 

公金にまつわる 

あんな話 こんな話 

～税金は、納めているだけで

いいの？～ 

シャキット富山３５ 
9/6(土) 

10:00～12:00 
17 3 20 

2 
地域の子育て支援ネットワー

クを進めましょう！ 

(公財)たかおか女性アカデミー 

・地域女性ネット高岡 

9/6(土) 

10:00～11:30 
12 2 14 

3 
ボッチャで始まる 

楽しい世界 
高岡くらしの会 

9/6(土) 

13:30～15:30 
12 5 17 

4 
私が伝えたいこと 

～｢みらい手帖｣を書いてみよう～ 

ＮＰＯ法人 Ｎプロジェクト 

ひと･みち･まち 

9/7(日) 

10:00～12:00 
12 3 15 

5 
本当の気持ち・「自己表現」

できていますか 
トーク・サロン エンジェルの会  

9/7(日) 

13:30～15:30 
12 0 12 

6 憲法と女性史 ベアテさんの会 
9/7(日) 

14:00～16:00 
12 4 16 

7 
超簡単！筆文字と撮影写真で

素敵な作品を作りませんか？ 
楽学電脳座 

9/7(日) 

18:00～20:00 
7 4 11 

8 

青年劇場「島」より 

～パート１ 「島」例会の魅力

をさぐる～ 

カーテンコール 

（高岡演劇鑑賞会） 

9/8(月) 

13:30～15:00 
7 3 10 

9 

青年劇場「島」より 

～パート２ 「島」の 

時代背景に学ぶ～ 

憲法 9条ファンクラブ＠高岡 
9/8(月) 

19:00～21:00 
6 11 17 

10 
みんなでハーブクラフト 

～ハーブ体験でリラックス～ 
みらい高岡 

9/9(火) 

15:30～16:45 
9 4 13 

11 

今、子どもたちに、私たちが

できることは？ 

～チェルノブイリから福島へ～  

まちの福祉しらべ隊 
9/10(水) 

14:00～16:00 
20 1 21 
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12 

高岡の先輩女性 

世界的銅板画家 南桂子さん 

～女性作家としての生き方を聞く～ 

男女平等推進センター 
9/11(木) 

13:30～15:00 
21 1 22 

13 
中学生向けデートＤＶ予防 

啓発講座を体験しませんか 
アプローチ 

9/12(金) 

19:00～21:00 
8 7 15 

 

イ パネル展示 

◇日 時：平成 26年 9月 6日（土）～9月 13日（土） 

◇場 所：ウイング・ウイング高岡 1階交流スペース 

№ テーマ 団体名 

1 福島の子供たちに私達ができること 高岡くらしの会 

2 みんなで子育て＜親立（おやりつ）の園＞ みらい高岡 

3 Ｎプロの活動紹介 ＮＰＯ法人Ｎプロジェクトひと･みち･まち 

4 男女平等社会への歩み シャキット富山３５ 

5 
富山県男女共同参画推進員の活動紹介と 

経験者の活動紹介 
アプローチ 

6 
「楽しくエコライフ」 

「あなたの子育て応援します」 

(公財)たかおか女性アカデミー 

・地域女性ネット高岡 

7 創立４５周年を迎えて カーテンコール（高岡演劇鑑賞会） 

8 

認めて、私の人権・働き分 

―家族従業員の働き分を認めない 

『所得税法第５６条』の廃止を― 

女性の地位向上を目指す高岡民商婦人部 

9 
「戦争をしない国づくり」を目指して 

―憲法９条ファンクラブ＠高岡10年の歩み― 
憲法９条ファンクラブ＠高岡 

10 
スマートフォンを楽しもう！ 

 筆文字と携帯写真で楽しい作品づくり 
楽学電脳座 

 

ウ メインイベント「どうする!災害がおきた時～男女平等・共同参画で創る 高岡の防災～」 

 高岡の現状をふまえながら高岡に災害がおきた時の対応など、男女平等・共同参画の視点で

創る防災について考える。 

◇日 時：平成 26年 9月 13日（土）13:30～15:30 

◇場 所：高岡市生涯学習センターホール（ウイング・ウイング高岡 4階） 

◇内 容：講演 

演題「人の輪がつくる、災害に強い地域」 

講師 前千葉県知事、元参議院議員、男女共同参画と災害・復興ネットワーク代表 

堂本 暁子さん 
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       高岡市の現状について 

        「東日本大震災後の取組み」 

 高岡市総務課危機管理室 室長 久郷 聡 

        「高岡市初の“避難勧告”を受けて」 

高岡市吉久連合自治会 相談役 大菅 正孝さん 

        参加者全体の話し合い 

◇参加者：７０名 
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４ ＤＶ等女性に対する暴力をなくす仕組みづくり 

（１） 相談体制の充実 

ア 配偶者暴力相談支援センター機能の充実 

平成 24年 4月から男女平等推進センターに「配偶者暴力相談支援センター」の機能を

設置し、被害者支援について関係機関と調整を図り、総合的な支援に取り組んでいる。 

イ ＤＶ対策関係機関連絡会の開催 

・日時  平成 26年 6月 12日（木）14:00 

・内容  ＤＶ対策関係機関との情報交換 

・構成  高岡警察署生活安全課、富山県女性相談センター、富山県高岡児童相談所、 

高岡市民生委員児童委員協議会、高岡人権擁護委員協議会、 

富山県高岡厚生センター、高岡市医師会、民間支援団体、 

高岡市男女平等推進センター 

・備考  ＤＶ対策関係課会議（庁内）を 5月 28日（水）に開催し、ＤＶ対策につい

ての共通理解を図るとともに、情報管理の徹底を図った。 

ウ 相談事業 

① 電話相談・面接相談 

・相談日 月～土曜日午前 9時 30分～午後 4時 30分 

   ただし木曜日は午後 2時～午後 8時 

   （毎週日曜日、毎月第 4月曜日、12月 29日～翌年の 1月 3日は休み） 

・相談員 3名（常時 2名体制） 

② 被害者の支援 

支援活動グループ等との連携。 

③ 女性の弁護士による無料法律相談（原則毎月第 4金曜日 午後 2時～午後 4時） 

※相談者の定員は原則 4名だが、6月は男女共同参画週間の特別企画として、弁護士  

2名を配置し、定員を 8名とした。 

    ④ 相談者へのカウンセリング 

      臨床心理士によるカウンセリングを平成 25年 4月から月 1回実施。 

    ⑤ 支援者の研修会等実施 

      ・ＤＶの無い社会をめざして 2014（2014年富山県ＤＶ被害者エンパワメント事業） 

（主催：ＮＰＯ法人Ｎプロジェクトひと・みち・まち、後援：砺波市、高岡市） 

（２） 関係者、市民への働きかけ 

① 相談窓口の周知 

(ア) 市施設等へのセンターのチラシの配置 

 (イ) オレンジ相談カードの配置 

  ・市内医療機関、地域包括支援センター、市本庁舎・福岡庁舎女性トイレ等に配置 

  ・英語版のほかにポルトガル語版を作成 
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② ＤＶ等の認識（人権侵害、二次的被害防止等） 

 (ア) 市職員 

  ・新規採用職員への研修の実施 

  ・新任主査職員への研修の実施 

  ・県主催研修への庁内ＤＶ対策関係課職員の参加 

 (イ) 関係者等（民生委員児童委員等） 

  ・地域包括支援センター等への出前講座の実施 

      (ウ) 市民 

       ・富山県男女共同参画推進員高岡連絡会定例会等での出前講座の実施 

      (エ)若い世代へのＤＶ等の予防啓発 

       ・中学生対象のデートＤＶ予防啓発に関する出前講座のプログラム作成・実施 

（中学校 3校 7クラスで実施） 

       ・市民企画講座 デートＤＶ予防啓発講座～いい関係を若者へ伝えよう～の実施 

（再掲） 

       ・(一社）ガールスカウト富山県連盟成人会員研修会への出前講座の実施 

③ 女性に対する暴力をなくす運動（11月 12日～11月 25日）（再掲） 

 (ア) 企画展示、講座、ケーブルテレビ等での広報 

 (イ) 市内の高校 1年生全員にデートＤＶ予防啓発リーフレットを配布 

 (ウ) ＪＲ高岡駅構内にてＤＶ予防啓発リーフレットを配布（県事業に協力） 

（３） 支援活動グループ等との連携 

① 支援者（支援グループ等）の育成等 

② 若い世代へのＤＶ等予防啓発プログラムの作成・実施 

     ・若い世代へのＤＶ予防・啓発プログラム開発の検討チームの立ち上げ、伝え方・内容 

等を検討（平成 24年度） 

     ・高岡デートＤＶ予防啓発チームと連携し、実施体制を検討、実施者の養成、プログラ

ムを改良 

     ・中学校 3校 1年生 7クラスを対象に実施（平成 26年 7月、平成 27年 2月） 

③ 相談室と支援グループとの懇談会 

      相談室と支援活動グループがＤＶ被害者の現状と支援の課題を共有し、今後の活動の

連携を図る。 

    ④ 今後のＤＶ被害者支援検討懇談会 

      ＤＶ被害者の問題は複雑化していることから、日頃支援活動をしているグループと共

に被害者の自立のための生活再建支援策について考える 
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５ 高岡市男女平等推進センターネットワーク会議の取組 

月日 会議・事業内容 

 5/23（金） ・ 第 1回センターネットワーク会議開催 

 7/ 3（木） ・ 第 1回男女平等ＥＸＰＯ高岡２０１４実行委員会開催 

10/ 6（月） ・ 第 2回センターネットワーク会議開催 

10/26（日） ・ 男女平等ＥＸＰＯ高岡２０１４第１弾開催 

11/16（日） ・ 男女平等ＥＸＰＯ高岡２０１４第２弾開催 
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（講座等の開催状況）

事業名 開催回数 開催期間
延べ受講者数(人)

総数 女 男

センター企画講座

16年度 7回(2講座) 6･8･10･12･3月 178 152

18年度 7回(6講座) 6･8･10･11･2月 93

26

17年度 6回(2講座) 6･2月 103 83 20

77 16

19年度 16回(7講座) 5～2月 261 202 59

20年度 10回(7講座) 6･7･10･11･2月 244 209 35

21年度 12回(7講座) 6･7･10･11･2月 209 152 57

22年度 8回(5講座) 6･7･9･11～2月 194 169 25

23年度 8回(5講座) 6･9･11･1･2月 218 174 44

24年度 14回(7講座) 5～10･1･2月 308 232 76

25年度 12回(7講座) 6･8･9･10･1～3月 315 236 79

26年度 10回(6講座) 6～9･12･3月 214 156 58

相談室企画講座
(特別ぽこあぽこ)

18年度 4回(4講座) 5･8･12･3月 70 68 2

話スペース
ぽこ あ ぽこ

24年度 12回 毎月 65 65 0

25年度 12回 毎月 46 46 0

26年度 12回 毎月 46 46 0

出前講座

22年度 2回(1講座) 11～12月 95 39

24年度 2回 4･3月 103

56

23年度 1回 7月 30 30 0

100 3

25年度 5回 6･7･9･11月 142 107 35

26年度 4回 9～11・3月 127 91 36

配暴センター周知のための
出前講座(｢相談室出前講座｣として実施)

24年度 11回 8･10･11･1･3月 368 316 52

25年度 2回 4･5月 40 12 28

若い世代へのデートＤＶ
予防啓発講座

25年度 2回（1校） 12･2月 54 30 24

26年度 5回（3校） 7･1月 190 89 101

市民企画講座

16年度 16回(5講座) 7･8･10･11･1･2月 452 380

18年度 18回(6講座) 7･9～12月 301

72

17年度 14回(5講座) 7･11～1月 388 333 55

245 56

19年度 7回(2講座) 9･3月 47 46 1

20年度 9回(4講座) 7･8･1月 120 116 4

21年度 4回(2講座) 7･12月 81 71 10

22年度 5回(3講座) 11･12･2月 104 94 10

23年度 9回(2講座) 9～3月 84 84 0

24年度 3回(2講座) 11･2月 76 12 64

25年度 8回(3講座) 7･8・11～1月 185 163 22

26年度 11回(4講座) 8・10～2月 157 134 23

学習支援事業

16年度 4回 7･12･1月 203 171

18年度 2回 6･8月 38

32

17年度 4回 6･8･11･12月 205 153 52

34 4

19年度 3回 7～9月 100 89 11

20年度 1回 8月 11 9 2

21年度 1回 9月 18 12 6

22年度 1回 11･12･1月 74 59 15

23年度 3回 11･12月 70 51 19

24年度 3回 5･12･2月 62 10 52

25年度 2回 10･11月 23 21 2

26年度 1回 11月 16 13 3

計

16年度 833 703 130
17年度 696 569 127
18年度 502 424 78
19年度 408 337 71
20年度 375 334 41
21年度 308 235 73

615 190

22年度 467 361 106
23年度 402 339 63

26年度 750 529 221

24年度 982 735 247
25年度 805

39



（図書類の整備・貸出状況）

ア　蔵書数

(平成27年3月31日現在)

イ　貸出状況

(平成27年3月31日現在)

（登録団体の状況）

(平成27年3月31日現在)

※数字は、高岡市男女平等推進センター条例施行規則（高岡市規則第118号）第7条に基づき登録を受けた団体の数。

図　書 ビデオ・ＤＶＤ 合　計

図　書 ビデオ・ＤＶＤ 合　計

7 0 7

登録団体数 44団体

816 59 875

40
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