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報道取材情報（沼津市）          令和２年１⽉ 10 ⽇（⾦）発表 

タイトル  職業講話を実施しています︕︕ 

実施⽇時  令和２年１⽉ 16 ⽇（⽊曜⽇）14:05〜 ⾨池中学校 
１⽉ 23 ⽇（⽊曜⽇）14:30〜 ⽚浜中学校 
2 ⽉  4 ⽇（⽕曜⽇）13:50〜 原東⼩学校 
2 ⽉  5 ⽇（⽔曜⽇）14:25〜 第三中学校 
2 ⽉ 13 ⽇（⽊曜⽇）13:40〜 第⼀⼩学校 

担  当 企画部 地域⾃治課 協働推進係  
  直通︓055-934-4807  内線︓2283 

 
１ 内 容 

男⼥共同参画推進事業の⼀環として、沼津市内の公⽴⼩中学校に男⼥共同参画推進事業
所や公的機関から講師を派遣し、仕事内容や性別問わず活躍できる事例（男⼥共同参画視
点）などをお話頂く、職業講話を実施しています。この学習を⽀援するため、地域⾃治課
では講師を派遣しています。 

 
２ ⽬的・理由 

市内⼩中学校の児童・⽣徒を対象に、男⼥の平等意識や⼈権を尊重する事の⼤切さを学
ぶとともに、性別にかかわりなく⼀⼈ひとりが、その個性と能⼒を伸ばし、将来の夢や進
路について幅広く選択する学習の機会を提供することで、男⼥共同参画の意識を浸透させ
ることを⽬的に実施するものです。 

 
３ 開催実績 

H28 年度 ⼩学校 ８校、中学校 ９校 計 17 校 
H29 年度 ⼩学校 ９校、中学校 ６校 計 15 校 
H30 年度 ⼩学校 10 校、中学校 10 校 計 20 校 
R１ 年度 ⼩学校 ９校、中学校  ３校 計 12 校 

（R1.12.31 現在） 
 

４ 効果・影響 
⼩中学校でのキャリア教育として、また、性別に関係なく個性と能⼒を発揮できる男⼥

共同参画教育の両⽅を学ぶ授業となります。また、市内事業所から講師を派遣することで、
⾝近な事業所を知ることができ、地域事業所への就労意欲を⾼めています。 

 
<受講した児童・⽣徒の感想> 

●保育⼠さんのイメージは優しい⼥性の先⽣だったので、男性の先⽣が３％いることに
驚きました 。 

●どの仕事も男⼥関係なく、お⺟さんでも働きやすい職場が多いことが分かりました。 
●３社の話を聞き、どの会社も⼈のために仕事をしていると感じました。 
●夢を叶えるために、嫌いなことも好きなこともやらなければならないと聞いて勉強し

なければいけないと思いました。 

職業講話の様⼦ 



男女共同参画に係る職業講話 講師派遣依頼（ＦＡＸ送信票） 

送付先   沼津市役所  地域自治課  協働推進係 

ＴＥＬ ９３４－４８０７/ＦＡＸ ９３１－２６０６ 

小学校 

中学校 

※開催日の 45日前までに依頼してください。 

日 時 年   月   日（  ）    時  分 ～   時  分 

会 場 
 
※会場が複数の場合のみ、以下もお答えください。（講話スタイルについては該当する方にチェックしてください。） 

会場数：       会場  講話スタイル： □講師が会場を周回する  □児童・生徒が会場を周回する 

対象者 年 生 人 

希望講師 

下記から選択し、番号を記入してください 

第１希望  [        ]     [        ]     [        ] 

 （講師の都合がつかなかった場合等） 

第２希望  [        ]     [        ]     [        ]    

事　業　所　名 職　種　等
1 (福)　春風会 介護・障がい者福祉サービス
2 沼津信用金庫 金融サービス
3 ㈱明電舎　沼津事業所 人事・総務、環境活動、労務管理等
4 東芝機械㈱　沼津本社 人事、製造業全般
5 ㈱司旅館ホテル沼津キャッスル サービス、ブライダル、営業、宿泊
6 三島信用金庫 金融サービス
7 米久㈱ 開発、製造、販売
8 東京電力パワーグリッド㈱　静岡総支社 事務、配電
9 ㈱東日 測量、地質調査
10 静岡県労働金庫　沼津支店 金融サービス
11 ㈱きずな 介護福祉、トリマー
12 ㈱原町加工紙 製造、営業
13 静岡県信用保証協会　沼津支店 金融サービス
14 ㈱東横イン 接客サービス、宿泊
15 ㈱イワサキ経営 社長業務、営業、監査

㈱ウェルビーイング 介護・高齢者福祉サービス
㈲在宅支援センター　ふれあい 介護・高齢者福祉サービス

17 マックスバリュ東海㈱　 営業
18 一般社団法人 アスルクラロスポーツクラブ スポーツ指導員　（※午前中）
19 有限会社サンディオス 広告デザイナー、マーケター
20 東電用地（株）沼津支社 総合職（※月曜日は除く）
21 サツマ電機（株） 製造
22 （株）大志建設 社長業務（建設業全般）
23 （株）石川工具研磨製作所 営業、総務
24 （株）東海医療器械 営業
25 沼津警察署 警察官
26 自衛隊静岡地方協力本部沼津地域事務所 自衛官
27 駿東伊豆消防本部 消防士
28 沼津市立病院 看護師
29 沼津市子育て支援課 保育士
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講話内容 

（希望にチェックを

つけてください。） 

☑会社の制度（男女共同参画） ☑性別に関わらず活躍できること （左記２項目は必須です） 

☐仕事の内容 □今の仕事を選んだ理由 ☐仕事のやりがい喜び ☐実務の疑似体験 

講師１人あたり

の講話回数 

質疑応答を含む        分以内の講話を             回 希望 
※講師 1人あたりの講話時間は質疑応答を含め最大 20分、職業講話全体の時間は最大 1時間 30分です。 

取材の可否 報道機関（新聞社等）による取材の受入れ □可能     □不可能（差し支える） 

連絡事項 
 

担当者 

連絡先 
 

T E L： 

F A X： 

E-mai l： 

 



職業講話（金岡中学校） 

と き 令和元年10月 24 日（木）８:45～10:45 

ところ 沼津市立金岡中学校 教室 

対 象 １年生（174人） 

内 容 

たくさんの職種の「仕事を選んだ理由」や「仕事のやりがい喜び」などを聞き、働くことの大切さ

や自分の在り方ついて、勉強する機会とします。男女共同参画推進事業所（11社）による職業講話

を行いました。 

 

  
【沼津信用金庫の方】 

 沼津信用金庫は、地域の人の夢や願いをお金の面から支

える仕事をしています。事務仕事だけでなく、営業も大切

な業務であり、女性も多く活躍しています。仕事のやりが

いは、地域の人の笑顔です。夢が叶った話やがんばりたい

というお話を聞くと嬉しいです。 

【東芝機械株式会社の方】 

工作機械や射出成型機など産業用機械を製造し、世界中

のものづくりを支えている会社です。1台の機械をお客様

に届けるまでに、営業や設計、組立など、多くの人が協力

し製品を作ります。また、仕事と家庭が両立できるように

育児休暇や時短勤務等取得しやすい環境を整えています。 

  

【株式会社司旅館ホテル沼津キャッスルの方】 

 ホテル沼津キャッスルの仕事は、宴会・法要・講演会・

婚礼などたくさんあります。結婚式などの料理の提供は女

性が多いですが、男性も提供しています。仕事のやりがい

は「お客様からの感謝の言葉」です。お客様に喜んでほし

いので、大変なときもありますが、頑張っています。 

【米久株式会社の方】 

牛・豚・鶏を自社農場で育て、精肉及び加工品の販売を

しています。今は人事部で採用を担当しており、それは会

社の将来を担う人材を発掘する「未来を作る」仕事と思っ

ています。採用後、内定者の方から面接時に私がいたから

入社を決めたと言われたことはとても嬉しかったです。 

 

  



  

【株式会社ウェルビーイングの方】 

 私が働きだしたときは 9割が女性でした、現在では男性

女性ともに同じ割合で働いています。介護は大変というイ

メージがあると思いますが、実は目の前の人を助けられ、

その人に必要とされるとてもやりがいのある仕事です。人

と話すことが好きならとても介護の仕事はおすすめです。 

【マックスバリュ東海株式会社の方】 

 私の最初の仕事は魚を切る仕事でした。次の仕事はミシ

ンを踏む仕事でした。私は男性ですが、包丁も裁縫も上手

に使えます。スーパーは同じ原料でも形を変えることでい

ろいろな場所に置かれます。ぜひ色々なことに興味を持

ち、関連を調べ好きになり、仕事を選んでほしいです。 

  

【一般社団法人アスルクラロスポーツの方】 

 スポーツは男女や年齢に関係なく活躍できる分野の一つ

です。サッカー指導やイベント企画では、コミュニケーシ

ョン、マネジメントや競技のスキルが必要とされます。女

性サッカーコーチもいて、女子選手の不安を安心とやる気

に変えて、全国大会出場を果たしています。 

【有限会社サンディオスの方】 

広告の企画制作は、評価される喜び、成果が形として残

り、業務を乗り越えた時の達成感が魅力です。かつては、

男性は車などの固いデザイン、女性は装飾品など柔らかい

デザインが得意という話もありましたが、今はその境界は

なくなってきています。 

 

  

【沼津警察署の方】 

 警察の業務は交番勤務、刑事、交通取締りなど多岐にわ

たります。体力はもちろん、刑法などの法律を学ぶ必要が

あります。女性警察官の訓練カリキュラムや軽量化された

警棒などの職務上の工夫がされていることから、現在は警

察官を希望する女性も増えています。 

【沼津市立病院の方】 

救命救急センターでは、救急車やドクターヘリで搬送さ

れた患者さんを、医師と看護師と救命士が協力して救命処

置を行います。救命救急センターでは 20 名の看護師のう

ち 5名が男性で、男性看護師は多くなっています。回復し

ていく患者さんをみるのが嬉しくやりがいを感じます。 

 



 

【保育士の方】 

 保育士になったきっかけは、昔から絵や工作が好きだっ

たことと赤ちゃんのお世話をしてなりたいと思ったからで

す。子どもとは、パネルシアターやエプロンシアターなど

で遊びます。子どもの命を預かる大切な仕事なので、会話

やケガなど少しの変化も親御さんに伝えています。 

 

 

●地域への思いやりが強く、大切なお金を預かっているところだから、責任感や冷静さも大切な仕事だと思いました。 

●女性も設計などで働いていることに驚き、男女関係なく働ける職場の大切さを、改めて知るきっかけになりました。 

●人をおもてなしする仕事に興味を持っていたので、今回のお話を聞いてもっと知りたいと思いました。 

●ソーセージの印象でしたが、調達・製造・販売まで行っていてすごいなと思いました。講師のアドバイスも共感しました。 

●トイレや食事の手伝いでやりがいがあるのか？と暗いイメージでしたが、お話を聞き明るいイメージに変わりました。 

●講座を聞いて、とても大変で人を思った仕事だと思いました。お店には親切な心があることを改めて実感できました。 

●「一つ一つ全力で！コーチの意見を素直に聞く」の言葉を聞き、今後の生活を見直そうと思う良い機会になりました。 

●いろいろなデザインがあり男女ならではのデメリットがない仕事だと思いました。もっと会話力を高めていきたいです。 

●命を投げ出しても戦う仕事と思っていたけど、「大事なのは自分の命を守ること」と聞きイメージが変わりました。 

●看護の仕事を知っているつもりでしたが、初めて知った事があり、カッコよくてやりがいのある仕事だと思いました。 

●子供の命をしっかり守る責任のある仕事と聞き、大変だけど楽しくすごい仕事と思い、保育士に興味がわきました。 

●今回学んだことを生かしこれからの将来人を思い仕事をすることを心がけていきたいと思います。 

子どもたちの感想 
 


