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特集

あいち女性輝きカンパニー
企業を紹介します！！
男女共同参画啓発作品募集事業
入賞作品が決定しました！

男女共同参画基本計画について
育児・介護休業法が改正されます
女性悩みごと相談
講座開催レポート

①男女共同参画啓発作品募集事業で入賞された皆さん
②習字の部　最優秀作品
③ポスターの部　最優秀作品

①

② ③
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手にとって
見てくれて、

どうもありがとう！
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企業を紹介します！！
あいち女性輝きカンパニー
特集

株式会社トヨコン
本社所在地：豊川市川花町２丁目６２番地
事業内容：物流に関する各種サービス

（包装資材販売、包装設計、
省人化機器、梱包業務、シ
ステム開発）

従業員の女性比率：37.3％
（2022年3月1日現在）

　愛知県では、女性の活躍促進に向け、トップの意識表明や
採用拡大、職域拡大、育成、管理職登用のほか、ワーク・ライ
フ・バランスの推進や働きながら育児・介護ができる環境づ
くりなどの取組を行っている企業等を「あいち女性輝きカン
パニー」として認証しています。これにより、働く場における
女性の「定着」と「活躍」の拡大を図っています。
豊川市では、９社があいち女性輝きカンパニーの認証を受けています
（令和４年２月末現在）

　そこで今回は、市内であいち女性輝きカンパニーの認証を
受けている「株式会社トヨコン」さんをご紹介します！

お話を伺ったのは…総合職で人事・広報を担当している３人です。
　永野さん：３人の出産育児を経て、３度目の仕事復帰。育児休業や育児短時間勤務を経験。
　高柳さん：２児の父。トヨコン初の男性育児休業取得者。プレパパの育休相談も親身に対応。
　細井さん：入社３年目。同期入社は男性２名、女性６名。今後益々の活躍を期待されている。

あいち女性輝きカンパニーの認証を受けようと思ったきっかけはなんですか？

高柳さん：2014年、㈱豊梱、豊川東海資材㈱、ト
ヨコンテクニカルサポート㈱の３社合併したこ
とで、採用人数が増えました。
　そこで、よりよい人材を集めるために、就業規
則や勤務状況、有給休暇の取得状況、離職率など
を確認してみました。
　すると、あいち女性輝きカンパニーやユース

どんな働き方をしていますか？

永野さん：私は、テレワークが可能となったこと
で、通勤時間が削減され、フルタイム勤務に変更
しました。今は、コロナに関係なく、いつでもテ
レワーク可能となりました。　現場の担当など
テレワークが難しい職種もあると思いますが、
できる部署からやることで進むと思います。
　「母の就業時間中は、仕事部屋に入らない。自
分の宿題をしてから遊ぶ時間」とテレワーク中
のルールを決めており、学校から帰宅した小学
生の子どもも協力してくれています。
　自分も子どもも、家にいる音は聞こえてくる

左から、永野さん、細井さん、高柳さん

エール（若者雇用促進法に基づく制度）に該当す
ることがわかったため、申請をしました。
　認証を受けると県のホームページで紹介され
たり、就職説明会などでPRできたり、転職や就
職を考えている人に働きやすい会社という視点
から探してもらいやすいなどのメリットがあり
ます！

ので、お互いに安心して過ごすことができてい
ます。
　仕事もしっかりしたいし、育児もしたいとい
う想いに、家族も会社も応えてくれています。
また、日頃か
ら同僚や上司
と話しやすい
関係だったた
め、相談しや
すいと感じま
した。
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Q 出産や育児、仕事復帰について心配なことはありましたか？

永野さん：以前は拠点訪問などで移動も多かったですが、妊娠が
わかってからは上司が運転同乗し、引継ぎなどを行ってくれま
した。
　出産前から会社の協力体制があったおかげで、それに見合う
スムーズな引継ぎを行おうと努力できました。
　初めての仕事復帰では、育児にも仕事にも不安もいっぱい。　
　本当に仕事が続けられるか悩みましたが、会社がすばやく国
の制度に合わせて、当時の努力義務である3歳まで（現在は小学
校就学前まで）の育児短時間勤務の制度を取り入れるなど、柔軟
に対応してくれたため、2人目、３人目も安心して育児ができ、
復帰もできました。

高柳さん：会社としては、時短勤務、テレワーク、就業時間のスライド勤務、育児休暇、介護休暇…
　出産・介護等を機によい人材を手放すのは惜しい。
　会社側が色々な働き方を提案することで仕事を続ける選択があることを知ってほしいです。
　多様な働き方があり、世代や性別に関わりなく、一人一人が自分に合わせた働き方を選べるとい
いなと思います。
　また、育児休暇から復帰した職員は、仕事面ではもちろん、妊娠・出産・育児の相談役としても活躍
しています。 フォローを受けていた人がフォローできる人に変わります。
　育児休暇を１人が取ると１人分の穴を埋めるのが難しいと考えるのではなく、その後復帰し、次
の出産・育児休暇を取る職員に良い影響がチェーンのようにつながっていく貴重な戦力として活か
すことができると考えています。

細井さん：育休制度のことや先
輩が悩んだことなど、詳しく聞
く機会がなかったので、今後の
参考にしたいと思います。

～女性活躍を推進する県や国の取組について～
えるぼし認定・

プラチナえるぼし認定
愛知県ファミリー・
フレンドリー企業

女性の活躍
推進宣言の募集

くるみん・
プラチナくるみん認定 ユースエール認定制度

　女性活躍推進法に基づき、
必要な行動計画を策定し届け
出た企業で、女性の活躍推進
が優秀な企業を厚生労働省が
認定しています。
　評価項目を満たす
項目数に応じて認定
は３段階あります。
　さらにえるぼし
認定を受けた事業
主のうち、一般事業
主行動計画の目標
達成が特に優良で
ある等の一定の要
件を満たした企業
等はプラチナえる
ぼしの認定をして
います。

　従業員が、仕事と育児・介
護・地域活動などとを両立で
きるよう積極的
に取り組む企業
等を愛知県が登
録しています。

　企業のトップが、女性の活
躍に向けたメッセージや今後
の取り組み内容を表明する宣
言を愛知県内の企業等から募
集しています。

　次世代育成支援対
策推進法に基づき、
一定の基準を満たし
た企業等を、「子育て
サポート企業」とし
て厚生労働省が認定
しています。

　若年雇用促進法に基づき、
若者の採用・育成に積極的で、
若者の雇用管理の状況などが
優良な中小企業
を厚生労働省が
認定しています。

トヨコンのみなさんありがとうございました!!
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⬆

〈相談日前日までのお問い合わせ〉

〈相談日当日のお問い合わせ〉

豊川市役所 市民相談室

予約受付電話番号

プリオ5階 市民相談室

☎0533-89-2104 （9:00～ 16:00）

☎0533-82-1305 （13:00～ 17:00）
※ご予約されていない方については、空いている時間に相談をお受けできる場
合がありますが、予約の方を優先させていただきます。

　豊川市では、令和３年３月に「第３次豊川市
男女共同参画基本計画」を策定しました。
　この計画では、男女共同参画を推進するた
め、市民、教育に携わる者、市民活動団体など
と協力・連携を図ること、また、男女共同参画
の推進には事業者が担う役割が大きいことか
ら、事業者に対する情報提供を行うとともに、
協力・連携に努めることを市の役割としてい
ます。左図は、それぞれが担う役割を示した概
念図です。
　この図のように互いに協力しあうことで、
男女共同参画社会の実現を目指します。

男女共同参画基本計画について
〔基本計画概念図〕

自立と支え合いの男女共同参画社会
「豊川市男女共同参画基本計画」の推進

市民の役割

　男女とも仕事と育児を両立できるように、
産後パパ育休制度（出生時育児休業制度）の創
設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務
化などが改正され、段階的に施行されます。

令和４年４月１日から
　育児休業・産後パパ育休に関する研修の実
施や相談窓口の設置等及び有期雇用労働者の
育児・介護休業の取得要件が緩和されます。　

令和４年10月１日から
　子の出生後８週間以内に４週まで産後パパ
育休が可能となります。また、育児休業の分割
取得も可能となります。

令和５年４月１日から
　従業員数が1,000人超の企業は、育児休業等
の取得の状況を年１回公表することが義務付
けられます。

育児・介護休業法が段階的に
施行されます

　豊川市では、女性が抱えるさまざまな悩み
ごとを、相談者とともに考えるため、面接と電
話で「女性悩みごと相談」を開設しています。
秘密は厳守されます。ひとりで悩みを抱えず
に、お気軽にご相談ください。
　令和４年度から相談時間が一部変更し、全
ての日程で13時からの相談となります。

▶相談日時　毎月第１・３金曜日、第２火曜日
　（国民の祝日、12月29日から1月3日は除く）
　①13時から ②14時から ③15時から ④16時から
　※相談時間は１人１回50分です。
▶相談費用　無料
▶場所　プリオ５階市民相談室（諏訪３丁目300番地）
▶申込方法　予約優先

ひとりで悩んでいませんか？
女性悩みごと相談のご案内

●家事・育児・介護などへの男女
共同参画
●あらゆる分野への男女の平等
な参画
●男女共同参画施策への評価

事業者の役割
●雇用機会の均等
●労働条件・労働環境の向上
●ワーク・ライフ・バランスへの取組
●男女共同参画の浸透

市民活動団体の役割
●男女共同参画に関する積極的
な活動
●地域やコミュニティ、ボラン
ティア活動での男女共同参画
の推進

教育に携わる者
（学校など）の役割
●男女共同参画教育の推進
　（メディアリテラシーの習得
や向上）

市の役割
●市民や教育に携わる者、市民活動団体、事業者と協力・協働して、市民一体となった計画の推進
●男女共同参画施策の総合的かつ計画的推進と率先行動
●男女協働参画施策の進捗管理と公表

男女共同参画社会
実現のための
地域・社会づくり

協力・連携
学習・教育

協力・連携 協力・連携

協力・連携

協力・連携
就業

育児・介護休業法について

NETゆい　のページ

豊川市ホームページ内
NETゆい　学習コーナーで、
詳しい内容を紹介しています。
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最優秀賞優秀賞佳作

最優秀賞優秀賞佳作

　豊川市では、“自立と支え合いの男女共同
参画社会”の形成に向け、男女共同参画意
識の向上を図るとともに、未来の社会を担う
子どもたちに、性別にかかわりなく自由にそ
の能力や個性を発揮できる男女共同参画社
会の理解と意識啓発となるよう、「豊川市男
女共同参画啓発ポスター・習字」を募集しま
した。
　市内小学校６年生より５４１作品（ポスター
３３作品・習字５０８作品）の応募がありました。

男女共同参画啓発作品
入賞作品が
決定しました！

桜木小学校　山﨑 藍子さん桜木小学校　松井 梨緒さん牛久保小学校　菊地 紗良さん

国府小学校　松尾 紗来さん 御油小学校　柚原 未宇さん 御津北部小学校　生野 珠妃さん

入賞作品でクリアファイルを作成しました。
人権交通防犯課のイベントや講座などで配布しています。
日常生活で使っていただき、男女共同参画について、考
えるきっかけになれば幸いです。

たくさんのご応募
ありがとうございました！！

習字の部

ポスターの部
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　性の多様性の理解を深めて、誰もが自分らしく生
きることのできる社会を目指すため、教育現場を中心
に性的マイノリティについての啓発活動を行っている
NPO法人ASTAの皆さんをお招きし、基礎セミナー
を開催しました。
　セミナーでは、まず性の多様性に関する基礎知識
を学び、知識が身についた上で、当事者や当事者家
族のお話を聴いて理解を深めました。
当事者やカミングアウトを受けた保護者からの体験
談などを通して、LGBTへの正しい知識や理解を深
めることができました。
　学校内での理解促進や窓口業務での対応などで
活かしていきたいという意識が感じられました。

ＬＧＢＴ を知る基礎セミナー

令和３年10月13日（養護教諭向け）
令和４年１月13日（市職員向け）

開催日

●子どもたちから“この人なら大丈夫”と思っても
らえるような先生（人間）でありたいと思います
●多様性を認める、理解することの大切さを感じ
ることができました
●制度や接し方など安心感をもってもらえるよう
活用したいと思います

♪参加者の声

≪気持ちトレーニング≫
　プラス思考になる心理テクニックから自分自身の
気持ちの持ち方を学びました。

パートナーシップ推進出前講座

令和３年９月２日開催日

●心の健康は笑顔からですね
●利き手と反対の手を使うなど意識的に右脳を
使うことが大切とわかりました

♪参加者の声

中部小校区青少年健全育成推進協議会

≪子どもの才能の伸ばし方≫
　小学生の保護者や祖父母世代の方などが参加し、
子どもが効果的に才能を生かすにはどんな方法で何
をすればいいか、子どもとの関係づくりやほめ方など
を学びました。

令和３年１２月４日開催日

●大人との対人関係にも通じる内容でした
●自分を見つめ直しながら、孫育ての参考にします

♪参加者の声

諏訪二部福祉会　いこまい会
講座開催レポート

講師：セルフディフェンスコミュニケーション開発
　　  青嶋　宮央さん
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