
 第 1 部 男女共同参画川柳表彰式・イクボス宣言に関する報告 

第 1 部では、まず男女共同参画川柳表彰式が行われました。今年度ご応募いただいた 27

作品より、最優秀賞 1作品・優秀賞 2作品が選ばれました。 

 

 

 

 

 

  

また、中部電力株式会社名張サービスステーション所長北村英生さんより、イクボス宣言に

関する報告をしていただきました。中部電力さんでは、平成 20年頃からワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向けた取組に力を入れられています。平成 28年度には、イクボスセミナーを

開催されました。今回の報告では、「労働生産性の向上に向けた働き方の推進」 

「仕事と育児・介護などの両立を目的とした支援」について、具体的な取組 

を発表いただきました。 

 最後に、イクボス宣言を行ったことについて、「ゴールではなくスタート 

である」とお話いただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【優秀賞】 

あれこわい 今時男女で 差別する？ （Ｈ・Ｙ さん） 

パパ料理 おんな城主の 帰り待つ （山本 恵子 さん） 
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☆近鉄名張駅東口を出て、市役所方面へ徒歩 5分 

  

 

名張市男女共同参画推進フォーラム 2017 が開催されました！ 

1 月 20 日（土）名張市総合福祉センターふれあいにおいて、「名張市男女共同参画フォー

ラム 2017」が開催されました。 

【最優秀賞】 

仕事辞め 夢も諦め 子育て期 （江村 裕美 さん） 

 

 

第 2 部 露の団姫さん講演会「女らしくなく 男らしくなく 自分らしく」 

第 2部では、落語家の露の団姫（つゆのまるこ）さんを迎え、講

演会が開かれました。前半は、団姫さんご自身が作成された仏教落

語「仏はキミをホットケない」をご披露いただきました。 

 後半の講演では、着物から袈裟に着替えられた団姫さんが、男女 

共同参画に関するお話をされました。特に、「『男だから』『女だから』 

という我々の刷り込みが固定観念を生んでいます。『女らしくなく 

男らしくなく自分らしく』育ってくれてありがたいと言ってくれ 

た母親に感謝をしています。」と話しておられました。 

 会場には、団姫さんの力強い声と参加者の方々の笑い声が絶えず 

響き渡り大盛況のうちに幕を閉じました。 

 

 

 



事業所名 事業所名 事業所名

1 中部電力株式会社　名張サービスステーショ ン 23 南建設　株式会社 45 株式会社　ヤマタケ

2 株式会社　亀井商事 24 三重交通株式会社　伊賀営業所・伊賀観光営業所 46 生活協同組合コープみえ　伊賀センター

3 社会福祉法人　名張厚生協会 25 株式会社松阪電子計算セン ター 　名張総合サー ビ ス 47 株式会社　ハートケア

4 ＮＰＯ法人　赤目の里山を育てる会 26 株式会社松阪電子計算センター　名張営業所 48 社会福祉法人　　こもはら福祉会

5 株式会社アクアテルス　関西支店名張営業所 27 名張環境事業協業組合 49 有限会社タバタ米穀　なばりひやわんこども園

6 株式会社　ライフ・テクノサービス 28 有限会社　谷口梱包運送 50 株式会社ＬＩＸＩＬ　名張工場

7 新日本輸送株式会社　名張営業所 29 社会福祉法人　鶯鳴会（れもんぐらす） 51 川口栄蔵株式会社

8 日本郵便株式会社　名張郵便局 30 伊賀南部一般廃棄物処理協同組合 52 株式会社丸栄建設

9 株式会社　オフィスもりわき 31
社会福祉法人明光会

（笑美の里リハビ リデ ィサー ビ スセン ター 桔梗が丘）
53 株式会社百五銀行　名張支店

10 社会福祉法人　名張市社会福祉協議会 32 有限会社　名張自動車学校 54 株式会社南都銀行　名張支店

11 株式会社　緑生園 33 名張近鉄ガス　株式会社 55 株式会社中京銀行　名張支店

12 株式会社三重銀行　名張支店 34 株式会社　ベルウイング 56 ヤ マト コ ン タク ト サー ビ ス 株式会社名張コ ン タク ト セン ター

13 隠家Ajito 35 独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所 57 医療法人(社団）寺田病院

14 細矢設計事務所 36 株式会社　弥助　 58 株式会社アドバンスコープ

15 株式会社第三銀行　名張支店 37 スガコー建設　株式会社 59 近鉄名張駅

16 社会福祉法人名張育成会 38 近鉄スマイル桔梗が丘ケアセンター 60 マックスバリュ 中部株式会社マックスバリュ 名張西店

17 伊賀南部農業協同組合 39 株式会社　大道建設 61 東海労働金庫　名張支店

18 おるすばんハウスひまわり園 40 イ オ ンリテー ル 株 式 会 社 　 東 海 長 野 カ ンパ ニー 三 重 事 業 部 名 張 店 62
特定非営利活動法人名張市手を つ なぐ 育成会

名張市手を つ なぐ 育成会もみじの家

19 北伊勢上野信用金庫　名張支店 41 特別養護老人ホーム　国津園 63 国土交通省　 近畿地方整備局　 木津川上流河川事務所

20 マックスバリュ 中部株式会社　マックスバリュ 名張店 42 ユニー株式会社　アピタ名張店 64 公益社団法人　名張市シルバー人材センター

21 マック スバリュ 中部株式会社　 マック スバリュ 桔梗が丘東店 43 ダイベア株式会社　名張工場 65 イセット株式会社　名張営業所

22 マック スバ リュ 中 部 株 式 会 社 　 ザ ・ ビッグ エク スプレス夏 見 橋 店 44 センシン　株式会社 66 名張市役所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中部電力さんは、発電所で発電された電気をお客さまに

『安全』に、『安定して』お届けするという、ライフライン

に携わるお仕事をされています。 

フォーラム 2017にて発表いただいた取組 

の中から、抜粋してご紹介します。 

労働生産性の向上に向けた働き方の推進 
管理職が中心となり、相互に応援できる体制の構築やメリハリ・ワークの実践へ 

・ノー時間外デーの設定や時間外命令カードの活用 

・フレックスタイム勤務制の導入と適用部署の拡大 

→仕事に効率よく取り組み、生産性や創造性を高める働き方＝メリハリ・ワーク！ 

仕事と育児・介護などの両立を目的とした支援 
衛生・厚生・勤務制度の充実を図る 

・育児休職制度：子が満 2歳に達する日までの休職や、小学校１年生の年度の末日まで所

定労働時間を短縮できる 

・介護休職制度：通算２年間の休職や所定労働時間を短縮できる 

・仕事と育児・介護の両立セミナーの開催 

→社員の仕事と育児や介護の両立を応援！ 

※昨年度育児休職取得社員：全社 192名（うち男性 10名） 

「まちじゅう元気！ イクボス宣言 なばり」賛同事業所一覧 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加者の声】 

☆今日一日楽しく過ごす事ができました。 

☆笑いながら男女共同参画について学ぶことができました。 

☆多様性についての理解につながりました。 

☆市内で、これ程多くの企業がイクボス宣言しているとは知らな 

 かった。      

2017年度「男女共同参画川柳」応募作品 

☆ 老いること 昔は余生 今は余分力         （男性） 

☆ お手伝い 割れたお皿も ご愛嬌     （50歳代・男性） 

☆ みとめあう いいとこさがして  

楽しい職場    （50歳代・女性） 

☆ 支えあい 互いに結ぶ 絆かな      （60歳代・女性） 

☆ 割れ鍋に 綴じ蓋気が付きゃ 30年     （50歳代・男性） 

☆ 定年後 夫婦仲良く 台所        （40歳代・女性） 

☆ 七色の みんなかがやく 笑顔かな    （40歳代・女性） 

☆ 妻残業 腕が鳴ります 台所       （50歳代・男性） 

☆ 見えないが 心の支え 糧となり     （80歳代・男性） 

☆ 理屈より 早くここ来て 手伝って    （50歳代・男性） 

☆ ありがとう 出来栄えよりも 気持ちだね （50歳代・男性） 

☆ 居酒屋の 男性割引 何故ないの？    （50歳代・男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 子ども等の 胃袋つかむ パパごはん  （40歳代・男性） 

☆ 難しく 考えなくても いいんです   （50歳代・男性） 

☆ 人生の 主役はあなた 性差なし！   （20歳代・女性） 

☆ 二重線 ズボンの折り目も ありがとう （50歳代・男性） 

☆ いいんです たまには二人 ズボラの日 （50歳代・男性） 

☆ おとう飯 ほおばる母の 満面の笑み  （30歳代・女性） 

☆ うちの子は パパがエプロン 当たり前 （50歳代・男性） 

☆ 家族だし 家事も育児も 参画だ    （50歳代・女性） 

☆ 取りあえず 「ありがとう」から 

             やってみる   （50歳代・男性） 

☆ 共同を 砂場の園児に 見る夫婦    （20歳代・女性） 

☆ 家事分担 家でもボーナス 子の笑顔  （40歳代・男性） 

☆ 理屈だけ ならべてないで やってみて！（50歳代・男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 名張市男女共同参画推進フォーラム 2 0 1 7  アンケート結果 



 

 

女性のための相談 

※祝日はお休みです。 

毎月 第１・第３週 木・金・土曜日 午後 1時～４時 予約優先 

電話相談可     第２・第４週 水・木・金曜日 午前９時～正午 

女性弁護士による 

法律相談 
毎月 第１ 金曜日 

午前１０時～正午 要予約 

面談 午後１時～３時 

男性のための相談 毎月 第２ 木曜日 午後５時～７時 
予約優先 

電話相談可 

メンタルヘルス相談 

（男女共） 

毎月 第３ 木曜日 午前１０時～正午 要予約 

面談     第４ 火曜日 午後１時～４時 

人権相談 
毎月２回 

※詳しくは、名張市人権センター（☎６３-００１８）へお問い合わせ下さい。 

要予約 

面談 

 
     「ヘルプカード」「ヘルプマーク」 

ヘルプマークは、義足や人工関節、身体の内 

部の病気や障害、妊娠初期など見た目では分か 

らなくても、援助が必要とすることを知らせる 

ことで援助を得やすくするよう作成されまし 

た。かばんなどにつけて使用します。 

電車の中で席を譲ってもらうためだけに着け

ているのではありません。緊急時に適切な対処ができる

ようにするためにも役立ちます。 

三重県でも今年 2月にはヘルプカード（裏面に障がい・

病気についてや連絡先などを書き込み携帯して、緊急時

に助けを求める時などに使います）を、6 月にはヘルプ

マークを、県庁や各福祉事務所で配布する予定です。 
ご意見・ご感想をお聞かせください。 

 

名張市男女共同参画センター 
 

三重県名張市希央台 

５番町１９番地 

Navarie2 階 

名張市市民情報交流センター内 

 

Tel  0595-63-5336 

Fax   0595-63-5326 

e-mail danjo-center@emachi-nabari.jp 

http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/ 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

女性弁護士

による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

13：00～1６：00 13：00～1６：00 13：00～1６：00

4 5 6 7 8 9 10
男性のための相談

17：00～19：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 9：00～12：00 9：00～12：00

11 12 13 14 15 16 17
人権相談 メンタルヘルス相談

13：30～16：00 10：00～12：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

13：00～1６：00 13：00～1６：00 13：00～1６：00

18 19 20 21 22 23 24
人権相談

13：30～16：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 9：00～12：00

25 26 27 28 29 30 31

メンタルヘルス相談

13：00～1６：00

　●予約電話　６３－５３３６

休館日

休館日

休館日

休館日

名張市男女共同参画センター

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/

