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平成 30年度 事業実施計画 

 

１ 富山県民共生センターの管理運営 

（１）施設の適正な管理運営 

県民がいつでも安心・安全に利用できることを最優先に、㈱インテックとの共同体(サンフォルテＪＯＩ

グループ)を構成し、細心の注意を払って施設・設備の維持管理に努めるとともに、緊急事態の発生に備

え、共同体内はもちろんのこと、入居機関との緊急・災害連絡体制を確立し自衛消防隊による定期的な避

難誘導、消火訓練を実施する。 

   また、利便性の高い快適な施設環境を確保するため、清掃の徹底、空調、給排水衛生設備等の適正な運用

に努めるとともに、施設・設備の効果的な補修整備に努める。 

（２）利用の促進、利用者サービスの向上 

   県民ニーズをとらえたタイムリーな男女共同参画事業の企画・実施や登録グループ・団体に対する減免制

度の適用により施設利用の促進に努める。 

   また、利用者の意見を反映させるため、寄せられた意見を職員で共有し利用者サービスの向上に努める。

更に、利用者の幅広い要望に応えられるよう、継続してセンター内に自動販売機を設置し管理する。 
 
２ 男女共同参画の推進に関する相談及びカウンセリング事業 

事業名・講座名【定員(回数)等】 内        容 財源 

① 一般相談 

【火曜日～土曜日】 

家事・育児・仕事・人間関係・ＤＶ等、多様な相談に対し、真摯にかつ丁寧

に応じ、相談者が適切な自己決定ができるよう支援する。 
○指  

②特別相談（予約制） 
【月３回】 

より専門的な相談に応じられるよう、弁護士（月２回 うち女性弁護士１

回）、臨床心理士（月１回）による相談を実施する。 
○指  

③パープルカウンセリン

グ（予約制） 

【年４回】【年２回】 

自立支援や生活サポートが必要なＤＶ被害者への支援の一環として、ＤＶ

被害者支援を専門的に行う精神科医による相談を実施する。 
○指  

 

④サンフォルテ相談室講

座 

【年２回(各１０名)】 

自分を否定しがちで悩みをもつ女性を対象に、グループワークを通じて、自

己肯定感を高める講座を開催する。 ○指  

⑤チャレンジ支援相談 
【火曜日～土曜日】 

再就職、起業、ＮＰＯ活動等、多様なチャレンジにかかる情報提供や相談

に、チャレンジ・ナビゲーターが対応し、自己決定できるよう支援する。 ○指  

 
３ 男女共同参画の推進に関する情報の収集及び提供事業 

事業名・講座名 内        容 財源 

①サンフォルテ図書室

の管理・運営 

男女共同参画にかかる県内唯一の専門図書館として、利用促進、資料の活用

に努める。またテーマに沿った展示を行い、一層の利用促進につなげる。 

◆ レファレンス（情報専門相談）業務 

男女共同参画に関する専門職員が、情報専門相談（レファレンス）に対応す

る。必要に応じて他機関や他事業と連携して対応する。 

◆ 図書ニュース「さん・さんライブラリィ」の発行【年４回発行】 

図書室で所蔵する図書・ＤＶＤ等をテーマ別に紹介し、積極的な利用を促進する。 

◆ 情報リーフレットの発行 

特定トピックに関する図書の紹介、情報を集めるツールをまとめて発行する。 

◆ えほん巡回文庫、巡回文庫 

男女共同参画の視点で選書した絵本を保育所等に貸し出し、男女共同参画を

やさしく学べる機会を提供する。また、男女共同参画やライフスタイルやキャ

リアに関する蔵書をパッケージにして貸し出す。 

◆ サンフォルテおはなし会・ブックカフェ 
 読み聞かせ会を実施し、若年層への意識啓発を強化し、子育て支援にもつな

げる。また図書をテーマとしたフリートーク「ブックカフェ」を実施し、図書

室の利用促進を図る。 

○指  
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事業名・講座名 内        容 財源 

②インターネットによ

る情報発信（ホームページ） 

男女共同参画の推進に関する各種情報、グループ・団体情報、広報紙・図書

ニュースやサンフォルテ館内の情報をホームページに掲載し、県内外に発信す

る。 
○指  

③広報紙「サンフォルテ 

だより」の発行【年４回、Ａ 

４判８ページ、１回 5,000部】 

センターの講座・催し物や男女共同参画の推進に関する情報をまとめて発行

する。ホームページにも掲載し、広く発信する。 ○指  

④○新 県内女性管理職ア

ドバイス集作成 

県内外で活躍する女性の事例や制度を紹介するアドバイス集を作成し、県内

企業等に配布する。 ○受  

⑤イクボス企業同盟ＣＧ

ＥＯニューズレター等の

発行【年３回】 

働き方改革等に関する最新の情報を掲載したニューズレターを作成し、「イク

ボス企業同盟とやま」加盟企業及びチーフ・オフィサー設置企業に配布する。 ○受  

⑥男女共同参画啓発パ 

ネル作成・貸出事業 

「男女共同参画施策のあゆみ」パネル、未来につながる今男女共同参画写真

展入賞作品、ＤＶ関連パネル等を、地域や他機関の事業等に貸し出す。 ○指  

⑦○充展示スペース活用

事業・女性アーティスト 

作品発表の場提供 

男女共同参画に関する情報を提供する場として、県民のニーズに合った展示

を企画し、展示コーナーや図書室の有効活用を図る。    

女性アーティストの活動発表の場として提供し、支援につなげる。 
○指  

⑧職場における女性活

用推進事業 

企業・経済団体等に出向き、働く女性の活躍推進のための広報・普及啓発活

動を行う。 
○指  

 

４ 男女共同参画の推進に関する調査研究事業  
事業名・講座名 内        容 財源 

①「とやまの男女共同参画

データブック2018」発行 

多様な分野にわたる男女共同参画の課題をデータで明らかにする「データ

ブック」を作成する。 ○指  

 

５ 男女共同参画の推進に関する講演会、講習会、研究会等の開催事業 
事業名・講座名 内        容 財源 

 

①Men’s＋
プラス

セミナー 

②子育て plusセミナー 

③こころ＆からだセミナー 

④わくわく人生セミナー 

【講座年４回（各 20名）】 

【講演会年２回(各 50名)】 

            

男女共同参画の推進に関する講座や講演会を、以下４つの中から、ニーズに

沿ったタイムリーなテーマを選択し、開催する。 

◆ Men’s＋（ﾌﾟﾗｽ）セミナー 

男女共同参画社会の必要性を男性の側から考え、生活面の自立も支援する。 

◆ 子育て plusセミナー 

母親の精神的サポートや父親の子育て参画促進に加え、多世代での子育て

を目指し、祖父母向けの啓発講座を実施する。 

◆ こころ＆からだセミナー 

女性が、ライフステージに応じて的確に自己の健康管理ができるよう、ここ

ろとからだの健康づくりを支援する。 

◆ わくわく人生セミナー 

男女ともにかかわる生活上の課題や社会ニーズをとらえた話題に、男女共

同参画の視点をもって取り組むための講座を実施する。 

 

 

 

 

○指  

 

 

○自  

⑤サンフォルテみらい 

塾【年１回（８０名）】 

男女共同参画にかかる最もタイムリーな講演会を実施し、多くの県民への

啓発につなげる。 
○指  

⑥企業等への啓発出前講

座【年２回(各５０名)】 

雇用の場における男女共同参画の推進のため、企業等との共催による出前

講座を行う。 ○指  

⑦ＤＶ防止啓発講座 

【年１回（８０名）】 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）のない社会を実現するための講座を協働団体、

サンフォルテ登録団体の協力を得て開催し、ＤＶ防止啓発を図る。 ○指  

⑧教員等のためのＤＶ防

止啓発講座【年１回（２０名）】 

若者を指導する立場にある教職員等を対象に、ＤＶ・デートＤＶ予防啓発の

ための講座を行う。 ○指  

⑨若者のためのデート 

ＤＶ予防啓発出前授業  

【年５回（各２０名）】 

若いうちからのＤＶ防止啓発として、ＮＰＯ等と協働で、中高生対象の「デ

ートＤＶ予防啓発セミナー」中学生対象の「コミュニケーションセミナー」

を、中高生向けの啓発リーフレットを活用して実施する。 
○指  
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事業名・講座名 内        容 財源 

⑩○充イクボス普及促進事業

【講演会 1回、連携会議１回, 

実践講座３回】 

県内企業経営者等の「イクボス宣言」を実践的・具体的な取組みにつなげる

ため、講演会・連携会議に加え新たに「イクボス実践講座」を実施する。 ○受  

 

６ 男女共同参画の推進に資する活動を担う人材育成事業 
事業名・講座名 内        容 財源 

①サンフォルテカレッジ基 

礎・入門編【年７ヵ所】 

男女共同参画の視点をもって情報を読み解き、活用できる力を養成するた

め、出前講座として実施する。ニーズに合わせメニューを広げ、連携を図る。 
○指  

②サンフォルテカレッジ 

講師派遣型【３日間（各２０名）】 

男女共同参画の視点に立った課題解決に向け、企画力、論理的思考や発言力

の向上等、地域リーダーの活動を支援する。 
○指  

③サンフォルテサポータ

ー事業 

施設サポーター（「主催事業」「図書ニュース作成」「施設環境整備」「読み聞かせ協力」）、

保育サポーター、学生サポーター等、広く受入れ、活動を支援する。 

◆ サポーターステップアップ講座【３日間×年 1回（各２０名）】 

サポーターが、男女共同参画の視点を広め、深めることができるよう支援す

る。 

○指  

 

７ 男女共同参画の推進に関する活動を行う個人及び団体相互の連携促進事業 

 

８ 女性の就業に関する支援事業 
事業名・講座名 内        容 財源 

①就業支援技術講習 
◆マークの２講座に

は、生活困窮者への受

講料減免を行う。 

◆ 女性の再就職サポート講座【年２コース（各２０名）】 

女性の再就職に有利なパソコン資格取得、実践的スキルの習得を支援する。 

◆ パソコン入門講座【年３回（各２０名）】 

 パソコンの基礎を学ぶとともに、自立に向けた情報提供等の支援を行う。 

◇ 働く女性のためのパソコン活用術【高志インテックヒューマとの共催】 

 女性社員向けに、職場で活かせるパソコン講習を実施する。 

◇ 女性のためのほくりく起業支援ネットワーク事業 

 女性の起業を支援するため、北陸地域の創業支援機関がネットワークを構

築する。 

○指  

 

 

○自  

②DV被害者等のための 

自立支援講座 【年１回】 

ＤＶ被害者など自立を目指す女性が、自信回復、自己肯定感を高めることが

できるよう、心のケア、パソコンの簡単な技術等を学ぶ講座を実施する。 
○指  

③働く女性のためのセミナー

【３日間×年１回(各２０名)】 

働く女性が、職場の男女共同参画に確かな視点をもち、より能力を発揮しな

がら働き続けられるよう、必要な情報提供を行い、スキル取得を支援する。 ○指  

④○充煌めく女性リーダー

塾 

【年２コース】 

県内企業等における女性の活躍を推進するため、リーダーをめざす女性社員

の相互交流と自己研鑽を図り、業種・職種の枠を超えたネットワークを構築す

る。アクションラーニング、スキルアップの２コース及びシンポジウムを実施

する。 

○受  

事業名・講座名 内        容 財源 

①サンフォルテ 

フェスティバル 

【２日間×年１回】 

県民が男女共同参画を学ぶとともに、交流の場となるフェスティバルを、女

性団体、関係機関等で組織する実行委員会の企画・運営で開催する。 ○指  

②サンフォルテカレッジ企画型

【年３回（各５０名）】 

グループ・団体と連携し、男女共同参画を地域で推進するための講座を、地

域リーダーが企画から参画しての開催を支援する。 ○指  

③グループ・団体登録事業 

 

◆ エンパワーメント会議・講座【年１回（５０名）】 

サンフォルテ登録グループ・団体同士の情報交換を行う場を設定し、ネット

ワーク強化を図り、その活動を支援する。 

◆ ちらし配布応援隊  サンフォルテ主催講座ちらしの配布協力を依頼する。 

○指  

④市町村等との連携事業 地域における男女共同参画の推進を図るため、市町村や富山県男女共同参

画推進員等に活動メニューを提案し、企画力向上を支援する。 ○指  
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事業名・講座名 内        容 財源 

⑤女性社員のための 

ネットワーク支援事業  

女性社員や管理的ポストにある女性社員を応援するため、民間女性社員の

交流および情報交換等のネットワークづくりを支援する。 
○自  

⑥○新女性のキャリアデザイ

ン応援事業【全８回】 

女性の職業生活におけるキャリア形成を支援するため、社会に出る前の学

生から結婚・出産等により一旦離職した女性に至るまで、ライフイベントに応

じた切れ目のないキャリア形成支援策を実施する。 
○受  

⑦○充わくわくジュニアセミ

ナー【年１回（２０名）】 

小学生が理科実験等を通して身近な科学現象に興味関心をもつと共に、さ

まざまな仕事を知ることで、男女共同参画の視点から幅広い職業観、人生観を

身に付け、将来への夢と希望をもつことができるようにする。 

また、サンフォルテ見学や図書室資料を活用したキャリア教育に役立つメ

ニューを提供する「サンフォルテ探検隊」を実施する。 

○指  

○自  

 

 

８ その他の事業・共催事業 
事業名・講座名 内   容   財源 

①自主研修事業 

 

多様な来館者に対応する男女共同参画センター職員としての資質向上の

ため、自主研修を行う。災害時に男女共同参画の視点で即座に行動できる

よう、対応マニュアル作成を進める。 
○自  

②一時保育事業 子育て中の男女が、積極的に事業に参加できるよう、生後５か月から未就学

児の保育を、なるべく多くの講座で実施する。 
○指  

③その他 次年度以降の事業展開のための「リサーチ事業」、定員を大幅に超える応

募があった際の対応として「アンコールに応えて事業」などを実施する。 ○自  

○指…指定管理事業 ○受…受託事業 ○自…自主事業 

（※ 定員数については富山県民共生センターの管理に関する協定書による） 


