
　　　基本目標Ⅱ　男女の人権尊重
　　基本施策７　男女共同参画の視点に立った学習活動の推進

事業
番号 事業の実施内容 事業の効果・課題 目標数値 実績数値

「悠々講座」を高齢者対象に実施しました。
日時：9月24日（火）午後2時～午後3時30分
場所：ハイトピア伊賀5階　多目的大研修室
内容：「地域づくりにみんなの声を～地域における
男女共同参画について」
講師：三重県男女共同参画センターフレンテみえ
所長　柏木はるみさん
受講者数：56人

「父子料理教室～簡単！おしゃれにカフェ風ごはん
～」を小学生までの子どもを持つ男性を対象に開催
しました。
日時：11月9日（土）午前10時～午後1時30分
場所：ハイトピア伊賀4階　調理実習室
内容：マカロニグラタン・チンゲンサイのごはん・
サラダ・揚げシューマイ・スープ
講師：松永啓子さん
参加者数：10組（21人）

男女共同参画ネットワーク会議視察研修を実施しま
した。
日時：2月3日（月）
内容：NPO法人　あいあい　を立ち上げ、地域の人
のためにと精力的な活動をされている湯浅しおりさ
んにお話を聞き、またその運営している事業・施設
等を見学しました。
参加者数：31人

評価に関する特記事項事業内容 自己評価具体的施策 事業名 担当課

Ａ

性別・年代に関係なくいろんな方に参加いただき、
男女共同参画推進の啓発につながりました。
開催回数：7回

人権政策・
男女共同参
画課

平成25度実施事業の進捗状況

男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが2013」
を開催しました。
日時：6月8日（土）正午～午後4時
場所：ハイトピア伊賀5階　生涯学習センター
参加者数：221人
テーマ：「男女（わたし）たちから発信!!新しい伊
賀」
講師：弁護士　菊地幸夫さん

キャリアアップ講座「資格の取り方、活かし方」を
開催しました。
日時：7月9日（火）午前10時30分～午後0時30分
場所：ハイトピア伊賀4階　ミーティングルーム
内容：就職を有利に運ぶ資格の取り方や、そのＰＲ
方法について
講師：グッドライフ設計塾　代表　菅田芳恵さん
受講者数：23人

「女性リーダー養成連続講座」を開催しました。
日時：8/2、9/6、10/5、11/2、11/30、12/14、
1/17、2/8の午後7時～午後9時（計8回）
場所：ハイトピア伊賀4階　ミーティングルーム
内容：男女共同参画の現状やメディアリテラシー、
自己表現、ワークショップ等
講師：6人
受講者数：16人　修了生数：16人

16 生涯学習に
おける男女共同
参画の推進

34 講座等を通じた
男女共同参画の
学習

男女共同参画フォーラムをはじめ、女性
リーダー養成連続講座や高齢者向け、男
性向け講座等を開催します。
開催予定回数：6
内容：いろんな年齢層を対象にしたテー
マで講座等を開催し、男女共同参画につ
いて広く市民に学習する機会を提供しま
す。
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「イクメン講座　からだを使ってコミュニケーショ
ン」「リフレッシュ講座　MaMa'sフレグランス」を
開催しました。
日時：2月15日（土）午前10時～午前11時
場所：ハイトピア伊賀4階プレイルーム及び多目的
室
内容；未就園児とその父母を対象に、同時実施。父
親向けに子どもとのコミュケーションの取り方を、
母親向けにはアロマセラピーを用いた気分転換の方
法を伝える。
受講者数：11組（35人）

伊賀支所
住民福祉課

男女共同参画推進セミナーを開催しま
す。
開催予定回数：1
内容：市民や職員を対象に地域や職場、
家庭などで固定的性別役割分担にとらわ
れず、個性や能力を発揮できる社会をめ
ざすために講演会を行います。

いがまち男女共同参画セミナーを開催しました。
日時：1月22日（水）午後7時30分～午後9時
場所：ふるさと会館いが　小ホール
内容：講演会「泣いてもいいんですよ
　　　　　　　　　～男性の悩み相談の現場から」
講師：吉岡俊介さん
参加者数：86人

毎年であるが、男女の参加比率はと言うと男性の方
が多く、今回は講演内容から特に男性の参加者が多
数を占めました。相談窓口から見えてくる男性の悩
み、対する女性、男性優位社会を解消し男女がお互
いを尊重し合いながら生活していく必要性を学ぶこ
とができました。課題として、さらに女性や若年層
の参加を促すため、テーマと周知方法を考える必要
があります。

Ｃ

島ヶ原支所
住民福祉課

男女共同参画推進セミナーを開催します。
開催予定回数：1
内容：セミナー開催により、固定的性別役割
分担意識の解消をめざします。

男女共同参画セミナーを開催しました。
日時：3月22日（土）午後1時30分～午後3時
場所：島ヶ原会館ふれあいホール
内容：（演題）「いまの子どもは未来の大人」
　　　　～男女がいきいきと暮らすまちづくりのために～
講師：三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」
　　　　所長　柏木　はるみ　さん
参加者数：40人
共催：島ヶ原子育て支援センター・島ヶ原地区同和教育
推進協議会

男女がいきいきと暮らすまちづくりには、男女共同参画
の視点が必要であり、その第一歩は、固定的性別役割
分担意識の解消が必要であるということが理解できま
す。
子育て支援事業と共催することにより、子育て世代の参
加者も見込まれましたが、参加者が少ない現状です。
より多くの方に参加していただけるよう、周知方法等を
工夫する必要があります。 Ｃ

阿山支所
住民福祉課

男女共同参画セミナーを開催します。
開催予定回数：1
内容：阿山地区の地域住民、住民自治協
議会、区・自治会、企業・事業所、各種
団体等を対象にした講座を開催し、固定
的性別役割分担意識の解消を図るととも
に、男女共同参画に関する意識の高揚を
図ります。
また、男女共同参画週間に合わせて、阿
山支所において男女共同参画に関する啓
発パネル展を開催します。

男女共同参画セミナーを開催しました。
日時：平成26年1月19日（日）午後2時40分～午後4
時10分
場所：阿山保健福祉センター　ホール
内容（演題）：「男女共同参画の視点で考える防
災・減災のまちづくり」
講師：NPO法人　NPO政策研究所　専務理事
　　　　相川　康子さん
参加者数：130人
また、男女共同参画週間に合わせて、男女共同参画
に関する啓発パネル展を開催しました。
期間：平成25年6月24日（月）～6月28日（金）
場所：阿山支所1階ロビー　東側コーナー
内容：「ワーク・ライフ・バランス～仕事と生活の
調和を考えよう！」

地域住民の方を中心とした参加者、来場者に、固定
的性別役割分担意識の解消や、男女共同参画に関す
る意識の高揚を図ることができました。セミナーで
は、参加者が一部固定化してしまっている、また、
参加者の年代・性別等が偏ってしまっている現状が
あり、より幅広くさらに多くの方に参加していただ
けるよう、情報の発信や周知の方法等を工夫してい
く必要があります。

Ｂ

啓発パネル展も開
催する等、地域住
民への啓発はかな
り行うことができ
ていますが、セミ
ナーへの参加者に
偏りがある等、課
題が残っていま
す。

大山田支所
住民福祉課

男女共同参画セミナーを開催します。
開催予定回数：2
内容：男女共同参画社会づくりに向けて
の意識の浸透を図ります。性別による固
定的役割分担意識の解消をめざします。

男女共同参画推進セミナーを開催します。
日時：3月19日（水）午後7時30分～午後9時
内容（演題）：「みんなちがって、みんないい」
　　　～性別をこえた豊かな人間関係をめざして～
講師：特定非営利活動法人　心のサポート・ステー
ション　代表理事　宮本由起代さん
参加者：50人

豊かな人間関係をつくるために固定観念をすて、誰
もが「私らしく」生きることが重要であることを改
めて確認することができました。また、より円滑な
人間関係構築のため、自分も相手も尊重する自己表
現について学びました。
今後も定期的な開催が必要ですが、よりテーマを絞
るなどの検討と、開催時期を考慮する必要がありま
す。

D

青山支所
住民福祉課

男女共同参画推進セミナーを開催しま
す。
開催予定回数：1
内容：固定的性別役割分担の解消をめざ
します。

男女共同参画に関する研修会を実施できませんでし
た。

講師の日程がなかなか調整できず、実施にいたりま
せんでした。

Ｅ

Ａ

16 生涯学習に
おける男女共同
参画の推進

34 講座等を通じた
男女共同参画の
学習
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中央公民館

上野公民館では、幅広い教養・趣味的な
学習を通して、豊かで潤いのある高齢期
をはぐくむ取組として、60歳以上の市民
を対象に開催する連続講座「悠々講座」
の第4回目に男女共同参画の講演会を開催
します。阿山公民館では、あやま人権・
同和問題学習講座のうちの1回を男女共同
参画をテーマに学習講座を行います。

【上野公民館】
「悠々講座」を高齢者対象に実施しました。
日時：9月24日（課）午後1時30分～午後3時
場所：ハイトピア伊賀5階　多目的大研修室
内容：「地域づくりにみんなの声を～地域における
男女共同参画～」
講師：三重県男女共同参画センター所長柏木はるみ
さん
参加者数：56人

【阿山公民館】
公民館主催であやま・人権同和問題学習講座の中で
男女共同参画社会の講演会を開催しました。
日程：1月19日（日）午後2時30分～午後4時10分
会場：阿山保健福祉センター
内容：「男女共同参画の視点で考える防災・減災の
まちづくり」
講師:NPO法人NPO政策研究所専務理事相川康子
参加者数：130人

上野・阿山ともに、東日本大震災での避難所におけ
る男女の役割について、女性の視点から見て共感さ
せられるものであり、男女共同参画社会の実現に向
けた地域づくりのヒントになりました。

【阿山公民館】
各種サークル活動団体に対し講演会への参加を呼び
かけ、男女共同参画について啓発しました。

Ｂ

35 市民の主体的な
学習活動におけ
る男女共同参画
の促進

中央公民館

全公民館が、各種サークル活動団体に対
し、男女共同参画について啓発をしま
す。
また、サークル活動団体内で男女共同参
画について取り組んでいる人を通じ、啓
発を進めます。

各館において、各種サークル活動団体に対し、男女
共同参画について啓発しました。また、サークル内
においても会員に対し、男女共同参画について啓発
してもらうよう促しました。
【上野公民館】・午の春展・サークルまつり
【いがまち公民館】・いがまち展覧会・やまなみ文
化協会文化祭
【島ヶ原公民館】・文化サークルまつり（演芸
会）・文化作品まつり（展覧会）
【阿山公民館】・あやま展覧会・あやま芸能交流会
【大山田公民館】・芸術文化祭
【青山公民館】・青山ふるさと美術展覧会・青山文
化サークル連絡協議会芸能発表会

各館において、サークル活動や発表会・展覧会の企
画・運営から準備まで、男女共同参画で取り組むこ
とができました。

Ｂ

36 男女共同参画に
関する情報の収
集と提供

人権政策・
男女共同参
画課

庁内の窓口や市内のイベントで、国や県
の啓発用チラシやリーフレットを配布
し、情報提供します。また、講座開催の
お知らせについても、広報「いが市」や
市ホームページを通じて情報提供しま
す。
市内のイベント開催時にアンケートを実
施し、市民の意識調査を行い、男女共同
参画に関する情報を収集します。

本庁、支所で国・県のチラシ等を配布し、講座開催
の情報も広報やホームページに掲載しました。

街頭アンケート調査を市内のイベント時に実施しま
した。
設問：「男は仕事、女は家事育児介護」という考え
に賛成だ。
・「三重県内男女共同参画連携映画祭2013」
　　調査人数：181人
・「芭蕉祭」　調査人数：137人
設問：あなたは地域活動に参加していますか。
・「いきいき未来いが2013」
　　調査人数：128人

｛男は･･･女は･･･」と思わない市民意識調査の割合
は88％と高い割合になりましたが、世代が高くなる
につれ、性別役割分担意識が強いという傾向がわか
りました。

Ａ

上野図書館

男女共同参画に関する図書の充実を図る
とともに、関係書籍のリスト作成などを
行い市民への情報提供に努めます。

展示コーナー及び特集コーナーで男女共同参画に関
する書籍の紹介を行いました。また、関係書籍のリ
ストを作成し情報提供しました。

来館者が各コーナーを見てくれたり紹介したリスト
を持ち帰ったりしてくれました。今後も関係資料の
充実を図り情報提供を行っていきます。 Ｃ

人権政策・
男女共同参
画課

男女共同参画センター内の情報展示ス
ペースに図書コーナーを設置し、図書や
DVD類の充実に努めます。また、図書や
DVD類のリストを市ホームページ等で公開
し、研修や自己啓発等のために、団体や
市民に貸し出します。

今年度の貸し出し件数：1件
貸し出し可能な図書やDVD等のリストを市ホーム
ページを随時更新をしました。また図書・DVD等を
手に取って見てもらえるうよう、情報展示スペース
に書庫を設置しました。

利用者が少ないので、情報紙等で利用を呼びかけた
り、新しい図書等が入ったときは内容と共に案内す
るなど、ＰＲする機会を増やします。

Ｃ

16 生涯学習に
おける男女共同
参画の推進

34 講座等を通じた
男女共同参画の
学習

17　男女共同参
画の視点に立っ
た学習活動の支
援

37 男女共同参画に
関する図書の充
実
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