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　　基本目標　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画
　　基本施策１　政策・方針決定過程への女性の参画拡大

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

4 市女性職員の職
域拡大

人事課

女性職員の配置が少ない部署や、市の重
点課題を取り扱う職場への異動に関し
て、庁内公募制度を活用しこれらの部署
への配置を行います。

平成24年度の人事異動に向けて、市の重点業務７
項目についての庁内公募を行いました。

本年度の応募者は、男性女性とも０人となってお
り、男女共同参画という視点のみではなく、男性
女性ともに困難な業務に対して意欲的に従事しよ
うとする人材育成に努めていく必要があると考え
ています。

Ｄ

人事課

審議会等の女性委員登用について各所属長へ依頼
しました。
また、女性登用率が４０％未満の審議会等の委員
委嘱伺回付時に、「審議会等の女性委員選任状況
調査票」を提出してもらい、女性を登用できない
理由及び今後の選任方針についての調査を行いま
した。特に登用率の低い担当課には、書面や電話
で今後の方針について検討するよう指導しまし
た。

下記の研修を実施しました。
〔研修名、月日、受講者数、（内女性）〕
◆独自研修
・業務遂行能力向上研修　5/25　３０人（７人）
・法制執務研修入門編　2/2　２４人（１４人）
・目標管理研修　2/9（予定）　３３人（８人）
◆自治会館組合主催
・法制執務研修初級　5/31　6/1　6/7　6/8　２
８人（９人）
・法制執務研修中級　6/2　6/9　6/19　１人（１
人）
・政策研修　9/15　８人（７人）
・政策法務研修　12/6　２人（２人）

平成24年4月1日の定期人事異動に際し、積極的な
登用に向け作業中です。

１ 市における
女性登用の推進

1 審議会等委員の
女性登用の拡大

2 管理職への女性
登用の拡大

3 市女性職員の企
画・立案能力の
向上

政策立案研修や法務研修について、監督
職にある女性職員を中心に案内を行うこ
ととします。また、研修全般において定
員に限りのあるものについては、女性職
員の応募を優先し受講させることとしま
す。

具体的施策 事業人 担当課 事業内容

審議会等への
女性登用率
３２％

市における女
性管理職の割
合
３０％
一般行政職の
女性管理職の
割合
２１．３％

人権政策・男
女共同参画課

全庁

審議会等委員に女性の登用を推進するよ
う、庁内各課へ要請します。女性委員の
登用率が４０％未満の審議会等について
は、その理由を調査します。

人事課

平成23年4月1日現在、全職種における管
理職総数は１９６人であり、うち女性管
理職は６２人（比率３１．６％）となっ
ています。しかしながら、これらの職員
数は、看護師・保育士・消防等の性別の
偏る職種も含まれているため、これらを
除く一般行政職において積極的な女性登
用を行うこととします。同日現在の一般
行政職における管理職数は１４０人であ
り、うち女性管理職は２７人（比率１
９．３％）となっており、本年度は一般
行政職の女性管理職比率２％アップを目
指すこととします。

自己評価
平成２３度実施事業の進捗状況

３０.３％

平成23年度の
実績は、平成
24年4月1日に
算出します。

Ｄ

Ｃ

Ｂ

調査の結果、「団体」や「地域」代表枠の選出方
法に問題があることが浮かび上がってきました。
審議会等の設置条例等に、団体の「長」、住民自
治協議会の「長」と記されてない場合は、団体や
住民自治協議会が選んだ代表であってもよいと考
えられます。その場合は担当課から団体等に、積
極的に女性選出を依頼してもらうよう今後働きか
けていきます。
また、登用率２５％未満の審議会等については、
担当課とヒアリングを行い、さらに詳細に女性登
用の方法を考えていきます。
女性登用率０％の審議会等の数：１５（審議会等
の総数：９７）

保育士、看護師などの専門的な職種において、女
性職員の割合が高い状況は実情であり、急激に大
きな変化を見込むことは出来ません。また、一般
行政職においては、管理職の割合が高くなる高年
齢層ほど女性職員比率が少なくなっており、大幅
な改善は見込めません。

各研修については、そのほとんどが階層別研修で
あるため女性比率の影響が出やすいという面があ
りますが、特に政策研修については女性監督職を
中心に募集を行ったところ、８人中７人が女性に
よる受講となっており、次年度も同様の募集を実
施していきたいと考えています。
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阿山支所住民
福祉課
振興課

商工労働観光
課

人権政策・男
女共同参画課

企業訪問による啓発を行いました。
時期：10月～11月
訪問事業所数：６５
文書郵送による啓発を行いました。
時期：10月～11月
郵送事業所数：１４９

企業訪問による啓発を行いました。
時期：11月～12月
訪問事業所数：３７
冊子やパンフレット等による啓発を行い、採用時の
女性登用、雇用状況等について聞き取りや啓発を行
いました。

企業訪問による啓発を行いました。
時期：11月～2月
訪問事業所数：１４

企業訪問による啓発を行いました。
時期：11月
訪問事業所数：１６
女性の人権や男女共同参画の推進に向けた講演会
等の参加呼びかけなどを行いました。

伊賀支所住民
福祉課
振興課

２ 企業や各種
団体等の方針決
定の場への女性
の参画拡大

5 企業に対する女
性登用の情報提
供と啓発

上野支所管内の企業・事業所約７０社を
訪問し、女性管理職登用と雇用環境の整
備等について啓発を行います。

伊賀支所管内の企業や事業所３７社を訪
問して、従業員の男女比率や女性登用の
状況について、聞き取りなどを行いま
す。また、企業訪問でパンフレットを配
布し、方針決定の場への女性の参画拡大
について啓発を行います。

島ヶ原支所管内１４社を訪問し、女性登
用の実態について聞き取りを行い、啓発
活動を実施します。

阿山支所管内にある企業・事業所１６社
を訪問し、女性登用に関する事例紹介や
情報提供、関連する講演会などへの参加
を呼びかけます。

島ヶ原支所住
民福祉課
振興課

青山支所管内にある従業員１０人以上の
事業所２５社を訪問し、女性管理職登用
の実態、公正採用や職場での人権研修の
状況について聞き取り調査を行うととも
に、支所が実施する研修会への参加を要
請します。

青山支所住民
福祉課

大山田支所住
民福祉課
振興課

大山田支所管内各事業所２６社を訪問
し、女性管理職登用の実態や、公正採用
に関わることなど担当者から聞き取り調
査を行うとともに、支所・本庁等が主催
する研修会・講演会への参加の呼びかけ
や資料提供を行います。
昨年度実施の企業訪問で得たデータを提
示し、企業自体の取組を共に検証し、今
後の取組に生かしていきます。

企業訪問による啓発を行いました。
時期：11月と1月
訪問事業所数：２２

企業同和問題研修会を開催しました。
日時：平成23年11月30日（水）　午後2時～午後3
時30分
場所：青山福祉センター
内容：「職場の人権問題　セクシュアルハラスメ
ント　パワーハラスメント」
講師：大阪企業人権協議会事務局長　内海義春
参加者：３０人

企業訪問による啓発を行いました。
期間：1月16日～1月26日
訪問事業所数：２６（大山田人権問題企業連絡
会）
女性管理職登用や公正採用についての聞き取り等
や支所・ライトピアおおやまだ・同研主催事業へ
の参加呼びかけなどをお願いしました。

女性管理職登用や人権研修などについて聞き取り
調査を行い、合わせて啓発を行いました。
企業訪問を拒む企業があったり、今年度は上野営
業所で対応したりしたため、訪問企業数が予定の
２５社から２２社になりました。
比較的大きな企業で女性管理職を登用し、公正採
用選考人権啓発推進員を選任していますが、比較
的小さな企業で行なわれていませんでした。人権
研修は比較的大きな企業で行なわれていますが、
比較的小さな企業では人的余裕がなかったり、必
要を感じなかったりして行なわれていませんでし
た。
また企業同和問題研修会への参加を呼びかけ、３
０人（うち企業７社１０人）の参加がありまし
た。アンケートによるとほとんどの参加者（２９
人）の人権に対する意識が高まりました。比較的
小さな企業は人的余裕がなく参加をすることが難
しい企業がありました。

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

男女共同参画については、それぞれの事業所で独
自の取組をされていますが、取締役や総務担当者
と面談して啓発を行うことによって、それらの取
組の重要性について再認識してもらえました。

ポスター掲示やチラシ配布などの周知は各事業所で
行えていました。しかし、女性登用の拡大は一部の
事業所を除き、行えていない事業所が多い状況でし
た。

多くの事業所が、小規模であったり、支所や支店
等であるため、意図が直接伝わりにくい面もあり
ますが、継続して啓発を行っていきます。

企業へは、訪問啓発以外にも、毎月人権広報紙配
布や講演会への参加依頼により啓発を行なってい
るため、企業からの参加者が少しずつ増加してい
ます。今後も継続して呼びかける必要がありま
す。

昨年度の企業訪問時に得たデータと、今回訪問調
査で記されたデータの違い等について、企業・支
所・大山田人権問題企業連絡会の三者で検証をし
ました。

研修会、講演会など各事業に対して、平均１１社
の参加がありました。
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３　ポジティ
ブ・アクション
（積極的改善措
置）の推進

6 ポジティブ・ア
クションの周知
及び取組促進

商工労働観光
課

人権政策・男
女共同参画課

上野支所管内の企業・事業所約７０社を
訪問し、ポジティブ・アクションの普及
を行います。また、伊賀公共職業安定
所、三重県等と連携して、企業向けにポ
ジティブ・アクションの研修への参加依
頼するとともに、企業内の自主的な取組
を促します。
商工労働観光課で、市のホームページに
掲載することでポジティブ・アクション
の周知と取組促進を図ります。

企業訪問による啓発を行いました。
　時期：10月～11月
　訪問事業所数：６５

市のホームページに「Do!ポジティブアクショ
ン」を掲載しました。(リンク先は（社）２１世
紀職業財団を設定)

取締役や総務担当者と面談することにより、固定
的な男女の役割分担意識や男女労働者間に生じる
差を解消する意識付けの効果があったと考えま
す。

Ｂ
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　　　基本目標Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画
　　基本施策２　就労における男女共同参画の推進

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

8 労働相談の充実

商工労働観光
課

三重県や労働関係団体と連携し、相談体
制の充実を図ります。また、労働相談会
などの情報を市のホームページや広報紙
で提供します。

三重県労働局が実施した「パートタイム労働個別相
談」の情報をホームページや広報紙により提供しま
した。
利用者：１１８人
労働団体が実施した「勤労者暮らしなんでも相談
会」の情報をケーブルTVで提供しました。
利用者：２３人

関係団体が実施した相談事業を広く市民に情報提供
したことにより、多数の利用者があり効果があった
と考えます。引き続き情報提供していく必要があり
ます。

Ｂ

11 生活改善グルー
プ活動

農林振興課

少量多品目出荷や直売をめざす女性グ
ループに対して、情報発信を行います。
また、伊賀、名張両市で農作物の加工販
売などを手掛ける女性農業団体の伊賀農
業女性ネットワークを支援します。

伊賀農業女性ネットワーク研修会開催予定。
日時：平成24年2月13日（月）午前11時30分～午後3
時
場所：島ヶ原会館、伊賀・島ヶ原おかみさんの会
「夢の道」
内容：伊賀・島ヶ原おかみさんの会の活動報告
参加者：２５人程度

各組織のネットワクーク活動を盛んに行い、お互い
に深く活動内容等を認識することが課題です。

C

13 職業能力開発

商工労働観光
課

三重労働局や雇用・能力開発機構みえな
どが実施する職業訓練の情報を市のホー
ムページや広報紙により提供します。

労働局が実施する求職者支援訓練の情報をホーム
ページに掲載し周知を図りました。
求職者支援訓練　受講者数：伊賀管内１４９人

受講者の内５２人が就職され、情報提供により一定
の効果があったと考えます。引き続き情報提供して
いく必要があります。 Ｂ

自己評価
平成２３度実施事業の進捗状況

市のホームページにおいて、パートタイム労働法や
雇用保険制度について掲載しました。
企業訪問による啓発を行いました。
時期：10月～11月
訪問事業所数：６５

母子健康手帳交付時、妊婦へのアンケートを実施
し妊娠出産に関わる不安や困りごとについての相
談を実施しています。就労中の方には、「働く女
性の健康管理」についてのパンフレット等を配布
し、正しい知識の普及や相談に応じています。母
子健康手帳発行数８４０冊（平成23年度見込み）

C

Ｃ

６ 女 性 の 再
チャレンジ支援

10 認 定 農 業 者 制
度、家族経営協
定活用等の促進

農林振興課

12 自営業に従事す
る女性への支援

商工労働観光
課

事業内容

B

Ｂ

商工会などが実施する起業セミナー等の
情報を市のホームページや広報紙により
提供します。

認定農業者研修会を開催しました。
日時：平成23年12月22日（木）午後2時～午後4時30
分
場所：県伊賀庁舎７階　第会議室
内容：「ＴＰＰ参加で農業経営はどうなるのか、ど
うする」
講師：石田　正昭氏（三重大学教授）
参加者：８５人

商工会が実施した「女性創業塾」や商工会議所が実
施した「いがうえの創業塾」の情報を広報紙により
提供しました。
女性創業塾
参加者数：２６人（募集定員２０人）
いがうえの創業塾
参加者数：１４人（内女性７人）前者は募集定員
（２０人）

認定農業者の
女性数
８人

家族経営協定
２６件（1月末
日現在）

　　２０２人

商工会議所、
商工会加入企
業のうち女性
の経営者数
２０１人

認定農業者の
女性数　８人
家族経営協定
締結件数　２０
件

雇用に関する関
係法令の周知

具体的施策 事業名 担当課

健康推進課

母子健康手帳交付時に妊婦へのアン
ケートを実施し、妊娠・出産に関する
不安や悩みに対する相談の場を設けま
す。また、就労中の方には働きながら
安心して妊娠・出産を迎えるための制
度についてのパンフレット（母子健康
管理指導事項連絡カード）を配布し説
明をします。

認定農業者への女性参加を促進するため
に、認定農業者研修会等を開催します。
家族経営協定の認定申請時に、夫婦や親
子での家族経営協定の締結について啓発
を行います。

４　雇用の分野
における男女の
均等な機会と待
遇の確保

５　農林業・自
営業等における
男女共同参画の
促進

9 働 く 女 性 の 妊
娠・出産にかか
わる保護等健康
管理の啓発

7

商工労働観光
課

三重労働局やハローワークから提供され
る情報を市のホームページや広報紙によ
り周知を図ります。また、企業訪問によ
り、性別にこだわらない公平な配属、昇
進を依頼します。

企業訪問により取締役や総務担当者と面談すること
により、公正な採用について周知することができま
した。

母子健康手帳交付時に個別に相談を出来る場とな
り妊娠・出産に対する不安の軽減につながってい
ます。

女性農業者は重要な担い手であります。そのために
は、家族協定の締結、認定農業者への参画等により
一層の農業経営等への参画を進めていく必要があり
ます。

商工団体が実施した創業塾について広報紙での情報
提供により、多くの女性の参加者があり効果があっ
たと考えます。引き続き情報提供していく必要があ
ります。
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14 再就職支援

人権政策・男
女共同参画課

三重県と連携し、再就職を希望する女性
に、適職診断を開催します。また、再就
職に関する情報提供や相談を行います。

子どもフェスティバルに来場する子育て世代の女性
を対象に、チャレンジプラザのブースを出展し情報
提供や相談を行いました。
日時：平成23年11月5日（土）午前10時～午後3時
場所：ゆめドームうえの
対象者：フェスティバル来場者の親子

正規雇用で働ける企業等の情報提供や、自分に合っ
た職業を探すための適職診断を行うことによって、
子育て中の女性に再チャレンジする意識を持っても
らえました。
しかし、現在求人数が少ないので、実際に再就職す
ることが難しい状況にあります。 Ｂ
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　　　基本目標Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画
　　基本施策３　社会活動・地域活動への男女共同参画の促進

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

16 NPO団体等との協
働体制の確立

人権政策・男
女共同参画課

NPO団体等と市が協働して、講座事業や
啓発活動を実施します。

伊賀市男女共同参画ネットワーク会議会員でもある
NPO法人と協働で、市内の中学３年生対象に、「こ
れから恋をするあなたに・・・」のパンフレットを
配布する予定です。

平成24年4月に開設する伊賀市男女共同参画セン
ターを活用して、NPO団体との協働事業を増やして
いくことが課題です。

Ｃ

自己評価

地域担当職員がそれぞれ受け持つ住民自治協議会へ
の訪問の折に、男女共同参画の視点に立ち女性の参
画を呼びかける行動等について、理解を求めまし
た。

女性役員登用について、平成24年1月に住民自治協
議会（３８）へ文書で依頼しました。
また、住民自治協議会を通じて、「女性リーダー養
成連続講座」の受講生を募集したところ、２つの住
民自治協議会から４人の応募がありました。

１２.６％

Ｄ

Ｂ

住民自治協議
会運営委員会
の女性の参画
率
１８％

平成２３度実施事業の進捗状況

住民自治協議会へは、男女共同参画の視点を持って
女性参加を働きかけていただくようお願いしていま
すが、組織への参加には消極的なところがありま
す。

「女性リーダー養成連続講座」の受講生を募集連続
講座修了後（2月8日修了）、地元の住民自治協議会
に修了生の氏名を報告し、役員への女性登用につな
げていきます。

15 住民自治協議会
等における男女
共同参画の推進

７　市民活動に
おける男女共同
参画の推進

人権政策・男
女共同参画課

住民自治協議会等での女性役員の登用
を、住民自治協議会代表者会議で直接依
頼します。また、地域で活躍する女性
リーダーを育成するための講座開催の情
報を提供します。

市民活動推進
室

住民自治協議会への訪問や研修会の機会
を利用して、男女共同参画への理解を促
します。

具体的施策 事業名 担当課 事業内容
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　　　基本目標Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画
　　基本施策４　女性のエンパワーメント

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

18 人材バンクの設
置と活用

人権政策・男
女共同参画課

いろいろな能力や資格等を持つ人材を集
めて登録し、人材バンクを設置します。
また、その人材を審議会等委員に登用す
るほか、各分野で活用できるように支援
します。

今年度「伊賀市男女共同参画人材バンク」を設置
し、「女性リーダー養成連続講座」修了生を含む２
９人を人材バンクに登録しました。

今後、全庁に人材バンクのＰＲを行い、審議会等委
員への推薦や、男女共同参画ネットワーク会議への
加入を進めます。

Ｂ

人権政策・男
女共同参画課

「女性リーダー養成連続講座」（計８
回）を開催します。講座修了生に対し
て、人材バンク登録や男女共同参画ネッ
トワーク会議会員登録などを促します。

「女性リーダー養成連続講座」を開催しました。
日時：8/6、9/28、10/27、11/8、11/30、12/14、
1/18、2/8の午後7時～午後9時（計８回）
場所：市役所　第１１会議室
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：２６人、修了生２２人

いろんな分野から講師を招き、質の高い講義を受講
することができました。また、受講生も熱心に取り
組み、ほとんどの受講生が修了しました。
修了後は、伊賀市男女共同参画人材バンクへの登
録、審議会等委員への推薦、男女共同参画ネット
ワーク会議会員登録を促し、女性リーダーの活用を
進めていきます。

受講者数
２０人 ２６人

Ａ

自己評価

男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが2011」
を開催しました。
日時：平成23年6月25日（土）12時～16時
場所：ふるさと会館いが
テーマ：「働く」～あなたは、はたを楽にしていま
すか～
講師：社会貢献的エンターテイナー松本隆博さん
参加者：４７５人

下記の研修を実施しました
〔研修名、月日、受講者数、（内女性）〕
◆独自研修
・業務遂行能力向上研修　5/25　３０人（７人）
・法制執務研修入門編　2/2　２４人（１４人）
・目標管理研修　2/9（予定）　３３人（８人）
◆自治会館組合主催
・法制執務研修初級　5/31　6/1　6/7　6/8　２
８人（９人）
・法制執務研修中級　6/2　6/9　6/19　１人（１
人）
・政策研修　9/15　８人（７人）
・政策法務研修　12/6　２人（２人）

３７団体、個
人会員４人

Ｂ

Ｂ

８ 女性のリー
ダー育成

17 男 女 共 同 参 画
ネットワーク会
議の充実

人権政策・男
女共同参画課

男女共同参画ネットワーク会議会員と市
との共催で、フォーラムを開催し、広く
市民に会議の活動を周知します。また、
活動を通して地域の核となる人材を育成
します。

19 女性のリーダー
養成講座の開催

人 事 課 （ 再
掲）

政策立案研修や法務研修について、監督
職にある女性職員を中心に案内を行うこ
ととします。また、研修全般において定
員に限りのあるものについては、女性職
員の応募を優先し受講させることとしま
す。（事業番号３　再掲）

平成２３度実施事業の進捗状況
具体的施策 事業名 担当課 事業内容

男女共同参画
ネットワーク
会議加入団体
数
３８団体

オープニングでネットワーク会議会員紹介を実施す
ることで、市民に活動内容を知ってもらうことがで
きました。また、会員による展示・販売を通し、会
員同士の連携強化に繋がりました。さらに一般市民
の参加と加入団体を増やすことが課題です。
平成２３年度新規加入会員：２団体

各研修については、そのほとんどが階層別研修で
あるため女性比率の影響が出やすいという面があ
りますが、特に政策研修については女性監督職を
中心に募集を行ったところ、８人中７人が女性に
よる受講となっており、次年度も同様の募集を実
施していきたいと考えています。
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阿山支所住民
福祉課

男女共同参画をすすめる会を月１回開催
し、会員の地域や家庭など生活と密着す
る場面での課題を話し合い、地域リー
ダーとしての意識向上を図ります。ま
た、男女共同参画の視点による「かる
た」を製作し、地域での推進に向けて
「かるた」を活用した座談会を考えてい
ます。さらに、毎月発行する人権広報誌
に、男女共同参画に関する記事と標語を
掲載することにより、幅広い啓発を行い
ます。

地域リーダーの育成を目指して、男女共同参画をす
すめる会の座談会を行いました。
回数：１２回（見込み）
参加者数：延べ４７人（１月末現在）
内容：推進かるたの製作と、会員が男女共同参画の
視点でみる社会の中の矛盾について話し合いまし
た。
また、人権広報紙に毎月記事や標語を掲載し、地域
内へ啓発を行ないました。さらに、会員の男女共同
参画に関する意識を高めるため、男女共同参画
フォーラム「いきいき未来」や、男女共同参画セミ
ナーなどの講演会、人権啓発地区別懇談会に参加し
ました。

推進かるたの完成後は、地域への啓発のために活用
したいと考えています。また、毎月話し合いを進め
ることにより、会員の意識の高まりと、それぞれの
地域における行事の課題が見えてきました。地域に
おける課題解決に向けて、会員がさらに意識を高
め、地域へ広がっていくよう継続していくことが必
要であると感じました。さらに、人権広報紙に、記
事と標語を掲載することにより、市民に幅広く周知
することができました。 Ｃ

青山支所住民
福祉課

青山文化センターの人権・解放講座の中
で、「女性の人権」「男女共同参画」等
をテーマとした講座を開催し、地域にお
ける女性リーダーの育成と、男女共同参
画に対する地域住民の意識向上を図りま
す。

青山文化センターの人権・解放講座で「女性の人
権」をテーマにした講座を開催しました。
日時：平成23年7月29日（金）午後7時30分～9時
場所：青山文化センター
内容：「女性の人権～私の苗字から考えたこと」
講師：ウィメンズカウンセリング京都　福岡ともみ
参加者：６９人

女性の労働問題や女性差別の歴史、女性への暴力
（ＤＶ）などについて講演していただきました。今
なお女性差別があり、女性が働きにくい就労環境が
あるため、差別をなくし社会を変えていかなければ
ならないと参加者が考え直す機会となりました。

Ｃ

９ 女性への起
業支援

20 起業を支援する
情報提供及び必
要な知識等の獲
得機会の提供

商工労働観光
課

起業に関する法律・制度の情報提供、融
資制度の活用支援等を進めます。また、
経営に関する知識や営業力、組織運営の
ノウハウを身につける機会の提供に努め
ます。

商工会が実施した「女性創業塾」や商工会議所が実
施した「いがうえの創業塾」の情報を広報紙により
提供しました。
女性創業塾
参加者数：２６人（募集定員２０人）
いがうえの創業塾
参加者数：１４人（内女性７人）前者は募集定員
（２０人）

商工団体が実施した創業塾について広報紙での情報
提供により、多くの女性の参加者があり効果があっ
たと考えます。引き続き情報提供していく必要があ
ります。

Ｂ

Ｂ

Ａ

下記の研修を実施しました。
〔研修名、月日、受講者数、（内女性）〕
◆独自研修
・プレゼンテーション研修　1/24　２４人（９人）
◆自治会館組合主催
・話し方講座　9/12　9/13　9/29　9/30　２人（２
人）

プレゼンテーション研修、話し方講座な
ど、女性の発言による影響力を強化する
観点から、女性職員に積極的な参加を求
め、募集案内を行うこととします。

人権政策・男
女共同参画課

「女性リーダー養成連続講座」におい
て、自己表現や発言力向上のための講座
を開催します。

10 女性の発言
力の向上

21 発言力向上のた
めの研修・講座
の開催

人事課

「女性リーダー養成連続講座」において、自己表現
やワークショップ・グループディスカッションの講
座を実施しました。また、各回の講座の最後には受
講生が感じたことについて発言する機会を設けまし
た。

プレゼンテーション研修については、各課から代
表者を選出していただいており、女性比率の影響
が出やすいという面がありますが、次年度以降は
積極的な女性の選出についての要請を行っていき
たいと考えています。

講座の回数を重ねるごとに、受講生の発言は増えて
いきました。特に第６回目以降は熱心に課題に取り
組み、自分の意見をわかりやすく伝えることがで
き、有意義なディスカッションを行うことができま
した。
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　　　基本目標Ⅱ　男女の人権尊重
　　基本施策５　互いを尊重する意識づくり

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

人権政策・男
女共同参画課

人権啓発地区草の根運動が行う講演会や
地区別懇談会、企業内の人権研修で、慣
行等にみられる固定的性別役割分担意識
について話し合う機会をつくります。

人権啓発地区草の根運動が行う講演会や地区別懇談
会等において、話し合う機会をつくりました。
実施地区数：１２
参加者：２３０人
内容：固定的性別役割分担意識の解消に向けて

参加者同士が、日常生活の中にある問題や、自分が
当然だと思い込んでいたこと等について話し合い、
見直すことで、新たな気づきにつながりました。

Ｂ

伊賀支所住民
福祉課

伊賀支所管内の各地区で開催する人権啓
発地区別懇談会において、男女が固定的
な役割にとらわれず、男女共同参画の視
点に立った慣行等の見直しについて啓発
を行います。

人権啓発地区別懇談会を開催しました。
開催地区数：２７
参加者：４８１人
地区別懇談会を通じて、男女共同参画セミナー参加
への周知や男女参画社会について啓発を行いまし
た。

地区で男女共同参画研修を実施しているところがい
くつかあり、慣行等の見直し傾向が窺えました。し
かし、取組について、地区でばらつきがあるのが現
状です。今後は、年度当初の地区別懇談会について
の説明会において、男女共同参画も盛込んだ計画を
立ててもらえるようお願いしていきます。

Ｃ

島ヶ原支所住
民福祉課

人権啓発地区別懇談会において固定的性
別役割分担の見直しについて討議を実施
します。

人権啓発地区別懇談会を開催しました。
開催地区数：８
開催期間：10月～12月
男女共同参画に関する設問を設け、グループで話
し合いを行いました。

普段の暮らしで、他人と話し合う機会が少ない
中、地区懇談会において男女共同参画社会につい
て話し合うことで、参加者にその必要性を認識し
てもらうことができました。 Ｂ

阿山支所住民
福祉課

人権啓発地区別懇談会で、男女共同参画
視点の設問を取り入れ、性別による役割
分担意識の解消にむけた啓発を行いま
す。

人権啓発地区別懇談会を開催しました。
開催期間：7月21日～1月31日
開催地区数：１３地区（２９地区中）
参加者：２７８人
内容：家庭内における役割分担点検表により、性別
による役割分担意識の解消を図りました。

家庭の役割分担点検表を配布し、参加者に記入して
もらうことにより性別による役割分担意識の解消に
つなげることができました。今後は、自治会等への
役職に女性の参画を意識するような設問を考え、地
域への推進を継続する必要があります。 Ａ

青山支所住民
福祉課

青山支所管内の各地区で開催する人権啓
発地区別懇談会において、男女が固定的
な役割にとらわれず、男女共同参画の視
点に立った慣行等の見直しについて啓発
を行います。

実施できませんでした。 人権啓発地区別懇談会のテーマを部落問題としたた
め男女共同参画の内容を実施できませんでした。

Ｅ

23 男女共同参画情
報紙の発行

人権政策・男
女共同参画課

男女共同参画情報紙「きらきら」を年２
回発行し、市内全戸へ配布します。

男女共同参画情報紙「きらきら」を10月と3月（予
定）に発行しました。

10月号では、「災害時における女性の視点やニーズ
を反映した避難所や危機管理体制」について掲載
し、3月号では「女性の起業」にスポットをあて、
女性の社会参画について啓発する予定です。
平成24年度からは、男女共同参画センター開設に向
け、タイムリーな情報発信ができるような情報紙に
変えていく必要があります。

Ｃ

自己評価

人権啓発地区別懇談会を開催しました。
開催期間：10月14日～11月26日
開催地区数：２４
内容：ミニ人権劇「どうして私なの？」実演。グ
ループ討議。
参加者：５０４人（前年度比 ３０名増）

Ｂ大山田支所住
民福祉課

12　男女共同参
画の視点での情
報発信・活用力
の育成

22 地域団体等に対
する慣行等の見
直しの啓発

人権啓発地区別懇談会の中で「ミニ人権
劇」を行い、固定的性別役割分担につい
て議論を深めます。
管内各住民自治協議会に出向き、男女共
同参画の視点に立った慣行等の見直しに
ついての聞き取り等を行います。

11　男女共同参
画の視点に立っ
た慣行等の見直
し

平成２３度実施事業の進捗状況
具体的施策 事業名 担当課 事業内容

固定的な性別役割分担意識を解消し、女性も男性
も、ともに地域、家庭、職場などのあらゆる分野
で、対等に参加・参画を進めていくことが必要であ
ることを「ミニ人権劇・グループ討議」の内で伝え
ることができました。なお、今回、初参加の女性が
増えました。（３２人）
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24 情報の理解・判
断力を高める講
座の開催

人権政策・男
女共同参画課

三重県内男女共同参画連携映画祭を実施
し、上映前にプレトークを行い、参加者
に男女共同参画の視点で映画を観てもら
えるよう促します。

「三重県内男女共同参画連携映画祭2011」を開催し
ました。
日時：平成23年6月25日（土）19時～21時
場所：ふるさと会館いが　大ホール
上映作品：「カールじいさんの空飛ぶ家」
参加者数：４３９人

子育て世代をターゲットにしたため親子での参加が
非常に多く、ここ数年で最多の参加者数になりまし
た。
しかし、プレトークについては子どもにも聞いても
らえるような工夫が必要でした。 Ｂ

25 青少年健全育成
事業の推進

生涯学習課

伊賀市青少年センターによる立入調査を
実施します。
青少年が誤った性の情報を受け取った
り、女性に対し偏重した見方をしないよ
う、立入調査員が担当地区を受け持ち、
対象店舗の業種別に立入調査を実施しま
す。

複数の店舗やコンビニへ立入調査を行い、展示方法
の監視に努め、有害な図書類の陳列方法について協
力を依頼しました。

販売店での展示について「成人向コーナー」を設け
るなど、他の図書類と区別して陳列されていまし
た。

Ａ

26 市広報紙におけ
る表現の点検

秘書広報課

広報掲載依頼原稿について、固定的性別
役割分担意識によって表現されていない
か、文言や挿入イラスト等の確認を徹底
します。

平易な文章表現を用い、市民にわかりやすく親しま
れる紙面づくりをめざすため「広報いが市編集方
針」を策定し、その運用について各所属に周知する
とともに、広報掲載依頼原稿について、固定的性別
役割分担意識によって表現されていないか、文言や
挿入イラスト等の確認を徹底しました。

固定的性別役割分担意識によって表現されていない
かを常に点検し、男女共同参画に留意した、わかり
やすく親しまれる広報紙づくりにつなげることがで
きています。

Ａ

人権政策・男
女共同参画課

女性弁護士による女性法律相談を年６回
実施します。

女性法律相談を実施しました。
実施日：5月、7月、9月、11月、1月、3月の計６回
相談者数：延べ２４人（見込み）

１回の相談人数は４人で、相談予約は概ね相談者の
希望どおりです。
女性相談件数増加により、来年度からは毎月１回開
催します。 Ａ

こども家庭課

女性相談員１人、母子自立支援員１人、
家庭児童相談員２人が、困難な状況をか
かえる女性やひとり親家庭などの相談を
受け、関係機関と連携しながら支援を行
います。

平成２４年１月末現在の相談件数
女性相談：延べ４２４件
母子自立支援相談：延べ１０２件
家庭児童相談：新規と継続を合わせ、延べ１,４０
９件

女性が抱える問題についての相談を受け、ＤＶ等の
緊急性が高い場合は警察等関係機関と連携し、必要
であれば保護なども行いました。

母子家庭からの貸付等の相談を受けたり、ハロー
ワークと連携して就労支援を行い、自立の促進を図
りました。

子どもの養育等に関する相談や、虐待等の相談を受
け、児童相談所等の関係機関と連携し、家庭訪問を
行うなどにより家庭を支援しました。

Ａ

13 様々な困難
をかかえる人々
への対応

27 人権相談の充実
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　　　基本目標Ⅱ　男女の人権尊重
　　基本施策６　学校・園（所）における男女共同参画のための保育・教育の推進

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

こども家庭課

各種研修会に積極的に参加し、それに基
づいて園内研修を行うことで、職員一人
ひとりの男女平等保育についての意識
や、取組を深め、保育所（園）間でも情
報共有をしていくことで、より意識の向
上に努めます。

月１回程度、男の子だから、女の子だからというよ
うな性別にとらわれない保育の取組を深め、保育所
間で情報を共有しました。また、各種研修会に参加
し、一人ひとりの意識を高められるよう周知を徹底
し話合いをもちました。

園内研修で学んだ男女にとらわれない保育など保育
現場において実施することができました。これから
は、一人ひとりの意識は高まってきていますが、保
育の実践に反映できたのかが、課題です。 Ｂ

30 職場体験、ボラ
ンティア等の体
験活動の充実

学校教育課

学校マニフェストにキャリア教育の推進
を具体的に明記し、児童生徒一人ひとり
に望ましい勤労観・職業観を育てる教育
実践を全ての学校において推進します。
中学校においては、連続する５日間（３
０時間）の職場体験を実施します。ま
た、全ての小学校において職場見学を実
施するよう働きかけます。

すべての小中学校が発達段階に応じたキャリア教育
を推進しました。
３５校が性別にこだわることなく、何をしたいのか
どんな仕事に就きたいのかを大事にした進路指導を
実施しました。
１０中学校で連続する５日間（３０時間）の職場体
験を実施しました。(丸山中学校は、学校統合の行
事調整のため、未実施）

学校マニフェストにキャリア教育の推進を具体的に
明記し、児童生徒一人ひとりに望ましい勤労観・職
業観を育てる教育実践を全小中学校において推進し
ています。
９年間を見通した進路指導のあり方について研究を
進めており、小学校においても発達段階に応じた
キャリア教育が推進されています。
事前事後を含めた職場体験プログラムを作成し、そ
れに基づいて職場体験を実施しています。

Ａ

31 学校生活の役割
における男女共
同参画の浸透

学校教育課

全ての学校で、日常の清掃、当番、委員
会活動等の中での勤労体験を通して、勤
労を尊ぶ心と、男女が協力して自主的に
行動しようとする態度を育成します。

全ての学校で日常の清掃、当番、委員会活動等の中
での勤労体験を通して、勤労を尊ぶ心と、男女が協
力して自主的に行動しようとする態度を育成しまし
た。

係活動、給食当番活動、清掃活動などのあらゆ場面
で、学校・学級の一員としてどう活動していくのか
を子ども達にたえず考えさせることにより、男女の
性差をこえた日常的な活動ができるようになってき
ています。

Ａ

32 職員の校務分担
における男女共
同参画の推進

学校教育課

校務を分担する際には、固定的性別役割
分担になっていないかを常に点検し、教
職員個々の適性を大事にした校務分掌を
決定します。

全ての学校で教職員個々の適性を尊重した校務分掌
を決定しました。

男女の固定的役割分担になっていないかを常に点検
し、個々の適性を大事にした校務分掌の決定につな
げることができています。具体的には、これまでは
男性教員に固定化されていた小学校の高学年担任や
体育主任、教務主任、中学校での生徒指導主任への
女性人材の活用が進んできています。

Ａ

自己評価

全ての学校・園で、男女平等保育・教育に関する
内容の研修を実施しました。

全ての学校において「総合的な学習の時間」「特別
活動」「道徳」等の時間を活用し、男女平共同参画
をテーマにした教育活動の実施しました。

１００％

Ａ

Ａ

15 学校生活を
通した男女共同
参画の浸透

29 特色ある学校教
育事業の推進

学校教育課

28 男女平等保育・
教育に関する研
究の推進と研修
の充実 学校教育課

14　保育園
（所）・幼稚
園・学校におけ
る男女平等保
育・教育の推進

具体的施策 事業名 担当課 事業内容

男女平等保育・教育に関する研究につい
て、継続して推進できるよう全ての学校
（園）に働きかけます。また、教職員の
意識高揚や校内研修を充実させるため、
各校（園）で研修会を開催します。

各校において、各教科・道徳・特別活
動・総合的な学習の時間をはじめ、学校
の教育活動全体を通じて、男女共同参画
をテーマにした教材を活用し、人として
豊かに生きることを求めた教育活動を実
践します。

男女共同参画
に関する授業
を実施した
小・中学校の
割合
８５％

平成２３度実施事業の進捗状況

各校が、①性別によって人を差別しない男女平等意
識の徹底
② 家庭科の男女必修化などに表される、一人ひと
りの生活の自立に向けた学習
③ 男女対等な関係の中で、自分の身体を大切に出
来る性教育の実施
④ 性別役割分担意識の影響を受けずに自らの意思
で進路を決めることが出来るような進路指導
の４つの具体的な目標を踏まえて実践を積み上げる
ことにより、子どもたちは、男女の協力の大切さに
ついて考え、お互いを尊重して生きていく男女共同
参画社会について理解を深めています。

各校において、「第二次伊賀市男女共同参画基本計
画」の学習や各校独自の職員研修を実施することに
より、教職員の一層の意識高揚につながっていま
す。
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33 女性教員への管
理職試験の受験
推奨

学校教育課

女性教員への管理職試験の受験を推奨
し、女性管理職の割合について数値目標
を２３％とします。

女性管理職の割合について数値目標（２３％）を設
定しました。

小学校１２人、中学校２人、幼稚園２人計１６人
（約２２％）となり、数値目標を達成できていませ
ん。しかし、女性の管理職選考試験の受験者数が昨
年の１３名から１７名に増加しているので今後も受
験を推奨していきます。

Ｂ

12 ページ



　　　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：平成23年11月22日（火）
内容：「東日本大震災被災地を訪れて～男女共同参
画の視点で見た避難所・仮説住宅での取組報告～」
講師：三重県男女共同参画・ＮＰＯ室　辻　千賀子
参加者数：５５人

「父子料理教室～大好きパパと夜ご飯～」を男性対
象に開催しました。
日時：平成23年11月19日（土）
場所：大山田農村環境改善センター　調理室
内容：ミートソースパスタ、野菜スープ、蒸しパ
ン、ピンチョス
参加者数：４組（８人）

伊賀支所住民
福祉課

男女共同参画セミナーを開催し、市民や
職員を対象に地域や職場、家庭において
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します｡

職員研修会を行いました。
6月16日(木)午後5時45分～午後7時
場所：いがまち公民館
内容：男女共同参画の実現に向けて
講師：大橋久和
参加者：６４人

男女共同参画セミナーを開催しました。
1月19日(木)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：男女共同参画社会がやってきた
講師：坂倉加代子
参加者：８１人

男女共同参画社会の実現について、研修会を通じて
職員や市民に周知することができました。しかし、
１月の男女共同参画セミナーでは、女性や若年層の
参加が少ないものでした。今後、市民のニーズに
合ったテーマを設定するとともに、参加者の増加を
図るため、市民への周知方法等の検討を行なう必要
があります。

Ｂ

多くの市民の方に参加していただき、各年代別にも
男女共同参画の推進啓発につながりました。

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

人権政策・男
女共同参画課

男女共同参画フォーラム、女性リーダー
養成連続講座や高齢者向け・男性向け講
座等を実施します。

Ｂ

具体的施策 事業名 担当課 事業内容 自己評価

男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが2011」
を開催しました。
日時：平成23年6月25日（土）12時～16時
場所：ふるさと会館いが
テーマ：「働く」～あなたは、はたを楽にしていま
すか～
講師：社会貢献的エンターテイナー松本隆博さん
参加者：４７５人

「女性リーダー養成連続講座」を開催しました。
日時：8/6、9/28、10/27、11/8、11/30、12/14、
1/18、2/8の午後7時～午後9時（計８回）
場所：市役所　第１１会議室
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名
受講者：２６人、修了生２２人

平成２３度実施事業の進捗状況
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島ヶ原支所住
民福祉課

男女共同参画セミナーを開催し、地域
住民や職員に広く呼びかけ男女共同参
画に対する意識向上を図ります。

男女共同参画に関する講演会を実施します。
日時：平成24年3月15日（木）
講師：四日市男女共同参画研究所代表　坂倉加代
子
内容：男女共同参画を取り入れた地域づくり

3月実
施なの
で評価
なし

阿山支所住民
福祉課

人権・同和問題の連続講座で、男女共同
参画をテーマとした講座を開催し、住民
自治協議会や各種団体の代表者、地域住
民を対象に意識の向上を図ります。
男女共同参画のテーマを含めた人権啓発
地区別懇談会や、子育て世代を対象に男
女共同参画セミナーを子育て支援セン
ターと共催で開催します。

男女共同参画をテーマに「第３回あやま人権・同和
問題学習講座」を開催しました。
日時：平成23年9月30日（金）午後7時30分～午後9
時
場所：阿山保健福祉センターホール
内容：「今を未来に・・・気づきからはじめよう～
今「性」について考える」
講師：四日市市教育委員会　三輪真裕美さん
参加者数：１７８人
　
あやま子育て支援センターと共催で「男女共同参画
セミナー男の料理教室」を開催しました。
日時：平成24年2月4日（土）　午前10時～午後2時
場所：阿山保健福祉センター　栄養実習室
内容：料理教室と交流会
参加者数：１１人

講演会は、各住民自治協議会役員、各種団体の代表
者などに参加いただき、男女共同参画に対する意識
の向上が図れました。
男の料理教室は、性別による役割分担意識解消にむ
けて、参加者に、調理から配膳、片付けまで実施す
る中で、家事の大切さ、大変さなどを感じ取ってい
ただきました。

Ａ

大山田支所住
民福祉課

参加型学習（ワークショップ）を取り入
れた男女共同参画推進セミナーを年２回
実施し、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。
人権啓発地区別懇談会を支所管内全24地
区で開催するなかで、男女共同参画に関
する視点を導入した「ミニ人権劇」を行
います。

第１回男女共同参画推進セミナー
日時：9月7日 19:30～21:30
場所：ライトピアおおやまだ ホール
内容：「震災・復興と男女共同参画（女性の視点に
たった防災の必要性）」
講師：とよなか男女共同参画推進センター すてっ
ぷ　相談担当主任　川畑 真理子さん
参加者：１２１人

人権啓発地区別懇談会
日時：10月14日～11月26日
開催地区数：２４
内容：ミニ人権劇「どうして私なの？」実演。グ
ループ討議。
参加者：５０４人（前年度比 ３０人増）

阪神・淡路大震災の経験と教訓から得た、「協働す
ること」の大切さ、「南海・東海・東南海地震」に
関わる防災の観点から男女共同参画を考え、私たち
が「今」できることを分かち合い、「これから」何
ができるかについて共に考えることができました。
参加者については、男性７１名、女性５０名でし
た。

固定的な性別役割分担意識を解消し、女性も男性
も、ともに地域、家庭、職場などのあらゆる分野
で、対等に参加・参画を進めていくことが必要であ
ることを「ミニ人権劇・グループ討議」の内で伝え
ることができました。なお、今回、初参加の女性が
増えました。（３２人）

Ｃ
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青山支所住民
福祉課

青山支所管内団体を対象に男女共同参画
セミナーや、地域住民や市職員、教員を
対象に青山文化センターの人権・解放講
座の中で「男女共同参画」をテーマとし
た講座を開催し、意識向上を図ります。
青山支所管内の各地区で開催する人権啓
発地区別懇談会において、男女が固定的
な役割にとらわれず、個性や能力を十分
に発揮し、共に支えていく事が出来るよ
うに参加者同士がグループ討議を行い、
男女共同参画に関する意識向上を図りま
す。

2012男女共同参画講座を開催予定。
日時：平成24年2月23日（木）午後7時30分～9時
場所：青山福祉センター
内容：男女共同参画と介護
講師：伊賀市社会福祉協議会事務局長　平井俊圭
参加者数：５０人（見込み）

青山文化センターの人権・解放講座で「女性の人
権」をテーマにした講座を開催しました。
日時：平成23年7月29日（金）午後7時30分～9時
場所：青山文化センター
内容：「女性の人権～私の苗字から考えたこと」
講師：ウィメンズカウンセリング京都　福岡ともみ
参加者：６９人

人権啓発地区別懇談会では男女共同参画の内容を実
施できませんでした。

女性の労働問題や女性差別の歴史、女性への暴力
（ＤＶ）などについて講演していただきました。今
なお女性差別があり、女性が働きにくい就労環境が
あるため、差別をなくし社会を変えていかなければ
ならないと参加者が考え直す機会となりました。

人権啓発地区別懇談会はテーマを部落問題としたた
め、男女共同参画の内容を実施できませんでした。

Ｄ

中央公民館

高齢者向けの講座「悠々講座」の中で
「男女共同参画講演会」を開催します。

男女共同参画講演会を開催しました。
日時：平成23年11月22日（火）
内容：「東日本大震災被災地を訪れて～男女共同参
画の視点で見た避難所・仮説住宅での取組報告～」
講師：三重県男女共同参画・ＮＰＯ室　辻　千賀子
参加者数：５５人

今後予測されている災害への心構えを勉強していた
だくことができました。
「悠々教室」は６５歳以上の方を対象とした教室で
あるので、若年層への男女共同参画への取り組むこ
とが課題です。 Ｃ

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

市内各サークルで自主的に男女が協働し
て活動を行っており、その団体への支援
を行っていきます。

市内各サークルが開催した事業へ支援を行いまし
た。
【上野公民館】
　　　・干支の春展
【いがまち公民館】
　　　・いがまち展覧会
　　　・やまなみ文化協会発表会
【島ヶ原公民館】
　　　・文化芸術まつり「演芸会・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】
　　　・芸能文化祭
【青山公民館】
　　　・青山ふるさと美術文化展覧会
　　　・青山サークル連絡協議会芸能発表会

市内の各サークルに加入の方々で、サークルの発表
会・展覧会等の企画・運営から準備まで、男女共同
で取り組むことが出来ました。

Ｂ
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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。

「男は仕事、女は家事育児介護」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。
・「いきいき未来いが２０１１」
　　調査人数：２３２人
・「三重県内男女共同参画連携映画祭２０１１」
　　調査人数：２１２人
・「青山保健センター健康フェスティバル」
　　調査人数：１０１人
・「こどもフェスティバル」
　　調査人数：１１０人
・「市民文化祭」　調査人数：６７人

アンケート調査をするだけでなく、独自のチラシを
作成し意識啓発を行いました。
【参考】
「男は…女は…」と思わない市民意識調査の割合：
８２.４％
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あることがわ
かりました。

「男は仕事」
「女は家事・
育児・介護」
と思わない市
民意識調査の
割合
５０％超

正確な割合
は、５年に１
度の「市民意
識調査」で調
査予定

Ｃ

上野図書館

男女共同参画に関する図書の充実に努め
ます。

関係図書の充実に努めました。24年1月末現在の関
係図書の冊数は、1,742冊です。昨年の同時期と比
べ79冊の関係図書が増えています。

上野図書館全体の貸出し利用者数や貸出し冊数は、
年々、増加しています。また、1月末の利用登録者
数の合計は29,953人で、その内訳は、男10,989人
（３７％）、女18,964人（６３％）で女性の利用度
が高い状況となっており、男女共同参画社会の意識
高揚につながっています。

B

人権政策・男
女共同参画課

図書やビデオ類のリストを市ホームペー
ジ等で広く紹介し、研修等や自己啓発の
ために、市民に貸し出します。

今年度の貸出は、０件でした。 伊賀市男女共同参画センター開設に向け、蔵書やＤ
ＶＤを増やし、ＰＲをして、利用者数を増やしてい
きます。 Ｄ

37 男女共同参画に
関する図書の充
実

17　男女共同参
画の視点に立っ
た学習活動の支
援
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　　　基本目標Ⅱ　男女の人権尊重
　　基本施策８　あらゆる暴力の根絶

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

こども家庭課

「女性に対する暴力をなくす運動」の期
間に合わせ、各支所と連携をとり、ポス
ターの掲示やパンフレット等を配布し、
啓発を図ります。

市内の幼稚園や保育所･園、子育て支援センターや
地区市民センター等計１０６箇所に啓発ポスターを
配布しました。
市で作成したパンフレットを幼稚園、保育所・園の
保護者や、小中学校、医療機関等に計４,６６０枚
を配布しました。

相談窓口の周知の啓発に繋がりました。

Ｂ

伊賀支所住民
福祉課

男女共同参画週間に暴力を許さない社会
を内容にしたパネル展を行います。ま
た、ＤＶ防止啓発カードなど啓発物品の
配布やパンフレットを設置して啓発活動
を行います。

男女共同参画パネル展を開催しました。
実施日：6月23日～6月29日
場所：いがまち公民館ホール前
内容：パネル設置による啓発、ＤＶ防止啓発カード
やパンフレット、啓発物品を設置しました。

パネル展を通じて、市民に対して暴力を許さない社
会づくりの啓発が図れました。今後も一人でも多く
の市民に啓発していく必要があります。

Ｃ

阿山支所住民
福祉課

男女共同参画週間にあわせて、ＤＶを
テーマにパネル展を開催します。

男女共同参画パネル展を開催しました。
時期：平成24年6月1日（水）～6月29日（水）
場所：阿山支所1階ロビー東側
内容：「男女共同参画ってなに？」

男女共同参画とＤＶについて、来庁者の意識を高め
ることが出来ました。また、阿山管内へ配布する人
権広報紙に展示パネルの内容を掲載することによ
り、来庁しない方にも周知が図れました。 Ｂ

大山田支所住
民福祉課

ＤＶ防止啓発カードなど啓発物品やパン
フレットを支所の窓口に設置して啓発活
動を行います。

年間を通じて、ＤＶ防止啓発カードなど啓発物品や
パンフレットを支所の窓口に設置して啓発活動を行
いました。

ＤＶ防止啓発カードについて、何度か質問があり、
説明をしました。ＤＶ防止について関心を持つ市民
が増えたと考えられます。 Ｃ

こども家庭課

伊賀市要保護児童及びＤＶ対策地域協議
会における会議や研修会においてＤＶ防
止法やストーカー規制法についての学習
を行います。

平成23年7月14日伊賀市要保護児童及びＤＶ対策地
域協議会主催の講演会「要保護児童対策地域協議会
の役割」を開催し、７１名が参加しました。

要保護児童及びＤＶ対策地域協議会の役割について
理解を深め、関係機関間の連携の大切さを学び、支
援に活かすことができました。
これからもより多くの関係機関の方に研修等を通じ
て周知していく必要があります。 Ｃ

人権政策・男
女共同参画課

ＤＶ防止法やストーカー規制法に関する
国や県からの資料を、市の窓口に設置
し、広く市民に周知します。

ＤＶ防止法やストーカー規制法に関するポスターを
庁内に掲示し、チラシの配布をしました。

チラシ等を配布することで、ＤＶについての認識が
広がり、ＤＶ相談が増加しています。 Ｃ

こども家庭課

女性相談員が、心のケアに配慮しながら
電話や面接による相談を気軽にできる体
制を充実します。毎月市広報へ相談日時
のお知らせを掲載します。

市広報に相談日時のお知らせを掲載しました。
平成24年1月末現在で、ＤＶ相談を73件受けまし
た。

相談窓口の周知を図ることができました。

Ａ

平成２３度実施事業の進捗状況
自己評価

ＮＰＯ法人と協働で、市内の中学３年生対象に、
「これから恋をするあなたに・・・」のパンフレッ
トを配布予定です。

Ｂ

19　ドメス
ティック・バイ
オレンス被害者
に対する相談の
充実と支援

41 相談体制の充実

18 暴力を許さ
ない社会への意
識啓発

39 ＤＶ防止法、ス
トーカー規制法
等の学習機会の
提供

40 加害者にならな
いための啓発

38 女性に対する暴
力の社会的認識
の浸透

具体的施策 事業名 担当課 事業内容

こども家庭課
人権政策・男
女共同参画課

若年層に対しパンフレットを配布し、
デートＤＶについての周知を図り、加害
者にならないための啓発をします。

異性と交際を始める若い年代に対して、ＤＶの基本
的知識と相談窓口ついての周知を図ることができま
す。
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人権政策・男
女共同参画課

女性弁護士による女性法律相談を年６回
実施します。市広報へ相談日時のお知ら
せを掲載します。

市広報に相談日時のお知らせを掲載しました。 １回の相談人数は４人で、相談予約は概ね希望どお
りです。
女性相談件数増加により、来年度からは月１回開催
します。 Ａ

42 関係機関と連携
した具体的支援
の実施 こども家庭課

三重県配偶者暴力相談支援センター（女
性相談所）や警察などの関係機関と連携
し、緊急一時保護や救援活動などの支援
を行います。

平成24年1月末現在で、３件のケースを緊急一時保
護しました。

三重県配偶者暴力相談支援センターや警察と連絡を
密に取り合いながら情報共有を図り、適切に支援を
行うことができました。 Ｂ

こども家庭課

ＤＶやストーカー等被害者の徹底した保
護のため、職員間において情報を交換・
共有します。共通認識のもと支援を行う
ため、関係職員で協議する機会を設けま
す。

ＤＶ被害者の保護、支援のため、関係する部署と情
報共有し、共通認識をもって、支援を行いました。
平成23年6月3日、住民課、保険年金課、健康推進
課、学校教育課、当課が集まり、ＤＶ被害者等への
支援方法について協議する会議を行いました。

関係部署と密に情報共有することにより、職員間で
共通認識を持ち、被害者をより安全に支援すること
ができました。
関係部署との協議の場を設けることにより、互いの
支援内容を理解し、共通の認識を持って支援するこ
とに繋がりました。

Ｂ

住民課

住民基本台帳事務等における支援措置
を申し出た被害者の本人確認及び関係
機関の意見等確認した後、住基システ
ム等に所要の手続を行って、加害者か
らの住所探索目的の住民票等の交付請
求に応じない措置を実施します。ま
た、職員間で情報共有し被害者保護の
徹底を図ります。

住民基本台帳事務における支援措置の申出を受け
付けました。
受付件数　２８件(平成24年1月末現在）
（内訳：新規９件、継続１２件、終了３件、変更
４件）

支援措置により、加害者が住所探索目的で住民票
等の交付を受けることは阻止できていると思われ
ます。しかし、支援措置の措置の終了日を過ぎて
も継続の手続きをしない申出者や、支援の必要が
なくなった後も終了の申出をしない人がいます。
このため、申出時に制度を理解していただくため
の充分な説明をし、認識してもらうことが課題で
す。

Ｂ

人事課

セクシャルハラスメント及びパワーハラ
スメントについて、管理監督職を対象に
した研修を実施します。（受講予定者１
００人程度）

下記の研修を実施しました。
〔研修名、月日、受講者数、（内女性）〕
◆独自研修
・セクハラ、パワハラ研修 5/30 １３８人（７９
人）

管理監督職（課長級及び係長級職員）を対象にし、
ハラスメントとなる行動を認識させるとともに、発
生させない職場環境づくりを内容に盛り込むなどの
研修を実施し、ハラスメント防止に努めることがで
きたと考えています。

Ａ

人権政策・男
女共同参画課

地域や事業所等にセクシュアル・ハラス
メント防止についてのビデオ等を貸し出
し、ビデオ学習を推進します。

企業訪問時に、ビデオ、ＤＶＤの貸出について、Ｐ
Ｒしましたが、貸出件数は０件でした。

企業訪問時に、貸出ビデオ、ＤＶＤのリストを配布
するなど、ＰＲの方法を考える必要があります。

Ｄ

学校教育課

改正男女雇用機会均等法の周知とセクハ
ラ防止についての研修会を実施するとと
もに、早期発見、未然防止のため相談窓
口を校内組織に位置づけるよう、各校
（園）に働きかけます。

２６校において改正男女雇用機会均等法の周知及び
セクハラ防止のための学習会や研修会を推進しまし
た。

管理職を中心にして、セクハラ未然防止のため、特
に教職員間において、対応の組織化を図っていま
す。体制の充実は図れています。

Ｃ

こども家庭課
人権政策・男
女共同参画課

市民からの相談があれば、関係機関と連
携して対応します。

市民からの相談件数：０件 今後も、相談があれば、関係機関と連携して対応し
ます。

Ｃ

道徳、保健科、総合的な学習などの時間において、
３６校で異性の尊重、性情報への対処など性に関す
る態度や行動の選択が必要であることの学習を実施
しました。 Ａ

異性を尊重したり、性に関する適切な態度や行動の
選択が必要であることを、関連する教育課程の中で
実施することができています。

20 セクシュア
ル・ハラスメン
ト防止の取組

45 セクシュアル・
ハラスメント対
応体制の確立

21 性犯罪、売
買 春 、 ス ト ー
カー行為等への
対策

46 性 犯 罪 、 売 買
春、ストーカー
等についての学
習機会の提供と
啓発

44 セクシュアル・
ハラスメント防
止研修の実施

43 窓口対応におけ
る被害者保護の
徹底

学校教育課

全ての学校において、道徳、保健科、総
合的な学習を通して、性犯罪、異性の尊
重・性情報への対処など性に関する適切
な態度や行動の選択が必要であることの
学習を行います。
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都市計画課

未然に犯罪を防止する取組として、施設
の巡視を行うと共に、公園をきれいに保
つことで防犯性の向上に努めます。

巡視業務・清掃業務を委託しました。
場所：各都市公園
内容：巡視、清掃、トイレ清掃、照明点検、樹木伐
採等の管理

公園を清潔にすることで、防犯性の向上及び利用者
のマナー向上に繋がりました。
しかし、夜間巡視が出来ないため、公園施設への落
書等が目立ち、担当部局による地域防犯の強化が課
題です。 Ｂ

Ｃ

屋外広告物簡易除去として、月1回の定期パトロー
ル及び日常の庁外業務中の所管道路移動中にも違反
公告物の目視点検を行い、随時速やかな除去に努め
ました。
また、屋外広告物適正化旬間（9/1～9/10)に、2回
集中パトロールを実施しました。

毎月のパトロールでは、違反公告物の発見はありま
せんでした。
9月の旬間期間中に違反公告物28件を除去、内6件は
風俗広告でした。
今後も引続きパトロールを絶やさず、道路・地域環
境の美化に努め、犯罪を助長する公告物の除去に努
めます。

47 地域の犯罪防止
に配慮した環境
の取組

月1回程度の道路強化パトロールを実施
し性犯罪や売春に繋がるような違反広告
物を除去していることから違反広告物の
件数については減少していますが、引き
続き月1回以上の道路強化パトロールを
実施し良好な環境を維持します。

建設１課

建設２課
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　　　基本目標Ⅱ　男女の人権尊重
　　基本施策９　人権としての性の尊重と健康支援

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

学校教育課

全ての学校において、一人ひとりはかけ
がいのない存在であるという観点の「生
命の誕生」「生命の尊重」の学習を進め
ます。

すべての学校において道徳、保健科、総合的な学習
を通して、「生命の誕生」「生命の尊重」をテーマ
とした学習を実施しました。

一人ひとりはかけがいのない存在であるということ
を、関連する教育課程のなかで、学習することがで
きています。 Ａ

健康推進課

思春期教室・妊婦教室・こんにちは赤
ちゃん訪問などの保健事業の機会を通じ
て「リプロダクティブ・ヘルス/ライ
ツ」の概念に従い、生涯を通じて個人の
意志が尊重されるこころと体の健康づく
りに取組んでいきます。

思春期教室、妊婦教室、こんにちは赤ちゃん訪問な
ど多くの事業の機会を通じて「リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ」の概念に従い、生涯にわたり個人
が尊重されるこころと体の健康づくりに取り組んで
います。

各種保健事業実施していく中でこころと体の健康づ
くりをめざして取り組んでいきます。

Ｃ

健康推進課

近隣の医療機関における女性専門外来の
情報収集を行い、相談や問い合わせに応
じられるようします。

近隣の医療機関における女性専門外来の情報提供を
行います。
電話相談・健康相談・健康づくり出前講座などの
際、個別対応をします。
相談はありませんでした。

近隣の医療機関における女性専門外来の情報収集を
行っていきます。

Ｄ

健康推進課

こころの健康をテーマにした健康教室や
講演会を実施し、広く「こころの健康に
ついて」学ぶ場の提供をしていきます。
また、自殺予防週間などの機会を利用し
て、こころの健康づくりの啓発に努めて
いきます。

健康づくり講演会を開催しました。
時期：10月29日
参加者数：１３２人
内容：講演「必聴！これでこころがラクになる」
　　　講師ヘルスプロモーション研究センター長岩
室紳也氏
　
こころの健康づくり教室を開催しました。
時期：9月～11月の５回
参加者数：延１２２人

自殺予防週間及び月間の啓発を行いました
時期：9月13日、3月1日（予定）
内容：9/13　普及物品（ティッシュ）配布３００
個、懸垂幕による啓発をしました。
自殺予防月間事業3/1普及物品（ティッシュ）配布
３００個（予定）

地域自殺対策緊急対策事業の実施により、啓発の推
進及びこころの健康づくりに取り組んでいます。

Ｂ

平成２３度実施事業の進捗状況
自己評価

社会福祉士２人体制で女性専門外来に受診希望され
る方がいた場合、県内の該当医療機関の情報を提供
し、スムーズに受診していただけるよう心掛けてい
ます。相談自体は発生していません。

Ｃ

24 こころの健
康支援

50 こころの健康問
題の啓発

上野総合市民
病院医療業務
課

22 出産や性に
関する健康と人
権の尊重

48 リプロダクティ
ブ・ヘルス／ラ
イツの浸透

具体的施策 事業名

女性特有の病気治療について安心して受診できる専
門外来の情報を提供しています。絶えず最新の情報
を収集するようにしています。今後も相談発生時に
は迅速に対応できるようにします。

担当課 事業内容

23 身体的特性
を ふ ま え た 医
療・相談の充実

49 専門外来の情報
提供

社会福祉士２人の体制で医療相談室や各
病棟での医療相談を実施しています。女
性専門外来については、近隣の病院とし
て三重大学病院をはじめ県下で5つの病
院で設置されており、相談があれば、そ
の内容に応じて紹介できる体制づくりに
取組みます。
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人事課

こころの健康問題を抱える職員、またそ
の監督的立場にある職員及び新規採用職
員などを対象とした研修会を実施しま
す。（年３回予定）

下記の研修を実施しました。
〔研修名、月日、受講者数、（内女性）〕
◆独自研修
・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修（新採、こころの健康問題を抱える
職員対象）　4/4　１７人（１２人）
・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修（監督者対象）　10/27　１２２人
（５８人）
◆自治会館組合
・ﾘｰﾀﾞｰ研修（管理職対象ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修）　2/3　４
人（３人）

新規採用者やこころの健康問題を抱える職員本人に
対しては、メンタルヘルス維持のための基本的事項
やこころの癖などセルフケアを中心とした研修を実
施し、また管理・監督職については、職場環境づく
りや部下への気付きや声掛け方法など、ラインケア
を中心とした研修を実施し、メンタルダウンの防止
に努めることができたと考えています。

Ａ

健康推進課

各種保健事業の中で、こころの健康問題
を抱える市民が気軽に相談できるような
機会をつくります。また、必要に応じて
専門機関の紹介をします。

地域自殺対策緊急対策事業の実施にあたり、伊賀保
健福祉事務所や名張市と協力し事業を実施していま
す。（駅前での自殺予防啓発ティッシュ配布など）
県が主催の講演会の啓発チラシの配布協力をしまし
た。
身近な人の心の変化、悩みや病気に気づき、相談機
関や医療機関などにつなぐ事が出来る人（メンタル
パートナー）の養成を行いました。（３２５人養
成）

県、名張市と協力して広域的にこころの健康に取り
組んでいきます。また、地域においてメンタルパー
トナーが増えることで相談窓口の紹介などの啓発の
機会が増加します。

Ｃ

人事課

業務に関わる事柄だけでなく、職員の家
庭の問題や個人的な悩みなど幅広い相談
が可能な「こころの健康相談室」を月に
２回開催します。

月に２回、専門のカウンセラーにお願いし、職員の
家庭や仕事上の悩みなどを相談できる「こころの健
康相談室」を開設しています。
実施時期：4月～3月
１月末現在：２１回実施、延べ７９コマの相談があ
りました。

外部のカウンセラーをお願いしており、本人のプラ
イバシーが守られるため、非常に有効的ではないか
と考えますが、セクハラに関する相談は、今年度
は、報告されていないと認識しています。 Ａ

52 学校における健
康教育の充実

学校教育課

小学校低学年から全ての学校において、
保健・特別活動・道徳等の時間を活用
し、心とからだの成長や食に関する学習
を実施します。

全ての学校において小学校低学年から、「保健」
「特別活動」「道徳」等の時間を活用し、心とから
だの成長や食に関する学習を実施しました。

互いを尊重し合う仲間づくりの充実につながってい
ます。

Ａ

下記の保健事業を実施しました。
年度末見込み数
・母子健康手帳の交付（８４０人）
・妊婦教室（延４０人）、思春期教室（２５６人）
・妊婦健診（延７,５００人）4ヶ月児健診（７００
人）、10ヶ月児健診（７００人）、１歳６か月児健
診（７００人）、３歳児健診（７３０人）、
・こんにちは赤ちゃん訪問（７２０人）、妊婦・乳
幼児訪問（８０人）
・乳幼児相談（１,２００人）、２歳児相談（６０
人）
・若年者健診（１７２人）肝炎ウイルス検診（３１
人）成人歯科健診（６７人）
・がん検診－胃（９９０人）、大腸（２,５００
人）、子宮（２,３００人）、乳（２,７００人）、
前立腺（３８１人）、結核・肺（５,４９６人）
健康診査や健康相談、家庭訪問などの機会に個別相
談を実施し必要に応じて各機関との連携を図り健康
の自己管理を推進しています。

２３％

２３％

Ｂ

女性特有のが
ん検診受診率
子宮がん
１６％
乳がん
２１％

妊娠・出産から高齢期まで各ライフス
テージに応じた保健事業を展開し健康づ
くりの推進をします。（各種検診、健康
相談、健康教室など）

25 思春期・更
年 期 の 健 康 支
援、母子保健の
充実

53 ライフステージ
に応じた健康診
断と健康相談の
充実

健康推進課

51 相談窓口の充実

思春期教室や妊婦教室を実施し早期からの子育てに
ついての啓発や支援を実施していきます。また、各
種検診を実施することで疾病の早期発見・早期治療
につながります。今後もより検診が受診しやすい環
境整備に努めていきます。
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54 妊娠・出産期に
関する男性の理
解の促進

健康推進課

思春期教室・母子健康手帳交付・両親学
級などの機会を通じて妊娠・出産期につ
いての男性の理解を促します。

「ウエルカムベビー教室」両親学級（延４０人）男
性の参加を促して妊娠・出産・育児への理解を推進
しています。

両親教室を休日に実施し、男性の参加を促していま
す。また、母子健康手帳の交付時に父親が同行する
ことが多く、妊娠・出産期に関する男性の理解を促
す場としていきます。 Ｃ

55 年間指導計画に
基づく発達段階
に応じた性教育
の実施

学校教育課

全ての学校において、養護教諭と連携
し、児童生徒の性に関する認識を把握し
たうえで、人間尊重の精神や生命の尊
厳、性差についての正しい認識を育てる
ための性教育を、発達段階に応じて行う
よう年間指導計画を作成し、取組を進め
ます。

すべての学校において、児童生徒の性に関する認識
の状況を把握し、教職員が共通理解を図りながら、
発達段階に応じた年間指導計画の作成を行いまし
た。

養護教諭と連携しながら児童生徒の状況を把握でき
ています。
年間指導計画を作成し、校内研修等で共通理解を図
れています。 Ａ

56 性教育教材、カ
リキュラムの研
究 学校教育課

全ての学校で、保健・特別活動・道徳等
の時間に使う性教育の教材開発と発達段
階に応じたカリキュラムを作成し、実践
をします。

「保健」「特別活動」「道徳」等の時間における発
達段階に応じた性教育を３６校が実施しました。

年間指導計画に基づいた正しい性に関する学習の充
実につながっています。

Ａ

57 関係機関と連携
した性教育の推
進 学校教育課

各校における学校保健会等で関係機関と
連携し、教職員や児童生徒対象に専門医
や保健師等を講師とした研修会を実施し
ます。

２８校で学校保健会等で関係機関と連携し、教職員
や児童生徒対象に専門医や保健師等を講師とした研
修会を実施しました。

保健委員会、全校集会などで医師や助産師等関係機
関と連携し、講演会等を実施し、性教育の推進の一
助となっていますが、未実施の学校があるのが課題
です。

Ｂ
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　　　基本目標Ⅲ　ワーク・ライフ・バランス
　　基本施策１０　仕事・家庭・地域生活のバランス支援

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

上野総合市民
病院庶務課

就学前の幼児を持つ看護師の仕事と家庭
生活等の両立を支援するため、院内に託
児所を設置して働きやすい環境整備を進
めます。

平成18年10月から院内託児所を設置し継続して利用
を促進しています。
4月～1月末利用実績　延べ６４６人（託児人数）
4月～3月末利用見込み　延べ８５０人（同上）

院内託児所は、予約制ですが月～金の8:00～19:00
と、火曜日・金曜日は23:00まで、土曜日は月１回
8:15～17:30を開けて看護師の勤務に対応してお
り、看護師の負担を軽減して就業環境の向上に役立
てています。 Ｂ

59 次世代育成支援
特定事業主行動
計画の推進

人事課

次世代育成支援対策推進法に基づく特定
事業主行動計画に掲げられたワークライ
フバランス推進のための時間外労働縮減
に向けた取組や年次休暇の取得促進を行
います。

時間外労働の縮減に努めました。
毎週水曜日を全庁的なノー残業デーとするととも
に、目標設定による各職場における時間外勤務縮減
への取り組みを促しました。また恒常的に時間外が
多い職員がいる所属に対しヒアリングを実施しまし
た。
有給休暇の取得促進については、今年度も６月に周
知のための通知を行いました。

ノー残業デーについては、ある程度職員にも意識付
けられており定着してきていると考えています。
年次休暇については、所属により取得状況に顕著な
差が見られるため、次年度以降は有効活用できるよ
う、職場の環境整備や事務の見直しを要請していく
こととしたいと考えています。 Ｃ

商工労働観光
課

人権政策・男
女共同参画課

上野支所管内の企業・事業所約７０社を
訪問し、ワーク・ライフ・バランスの取
組等について啓発を行います。また、セ
ミナーの開催により、事業者、人事担当
者に対しワーク・ライフ・バランスの実
現の向け、働きかけます。

企業訪問による啓発を行いました。
時期：10月～11月
訪問事業所数：６５

文書郵送による啓発を行いました。
時期：10月～11月
郵送事業所数：１４９

三重県と共催により「ワーク・ライフ・バランスセ
ミナー」を開催します。
時期：3月14日（木）
内容：ワーク・ライフ・バランス促進に向けたセミ
ナー
対象：企業の人事・労務担当者及び勤労者など

企業訪問により、仕事と家庭生活の両立について、
啓発することができました。しかし、事業所によっ
て取組状況に差があり、継続的に訪問する必要があ
ります。

Ｂ

Ｄ

４４％

自己評価

伊賀市少子化対策推進委員会を開催しました。
開催日：平成23年5月19日（木）
参加者：委員11人　関係課課長12人
内容：伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画
　　　（後期計画）事業の進捗状況について

市内小学校の
うち放課後児
童クラブのあ
る小学校の割
合
５０％

平成２３度実施事業の進捗状況

少子化傾向に歯止めはかからず、より一
層の取組が必要となっているとともに、
核家族化の進行や保護者の就労環境の変
化等に伴う子育て支援ニーズの多様化な
ど、新たな課題も見られることから、前
期計画（平成17～21年度）における成果
と課題を検証しつつ、新たな次世代育成
支援対策として「輝け！いがっ子応援プ
ラン伊賀市次世代育成支援対策地域行動
計画（後期計画）」を平成22年3月に策
定しました。
後期計画の事業の進捗状況や達成状況に
ついて伊賀市少子化対策推進委員会で検
討します。

60 事業者に対する
両立支援の働き
かけ

26 行政・企業
における両立支
援の推進

58 伊賀市次世代育
成支援対策地域
行動計画の推進

こども家庭課

具体的施策 事業名 担当課 事業内容

放課後児童クラブを1施設建設中ですが、さらに子
育て支援施策をすすめていく必要があります。
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こども家庭課
（再掲）

少子化傾向に歯止めはかからず、より一
層の取組が必要となっているとともに、
核家族化の進行や保護者の就労環境の変
化等に伴う子育て支援ニーズの多様化な
ど、新たな課題も見られることから、前
期計画（平成17～21年度）における成果
と課題を検証しつつ、新たな次世代育成
支援対策として「輝け！いがっ子応援プ
ラン伊賀市次世代育成支援対策地域行動
計画（後期計画）」を平成22年3月に策
定しました。
後期計画の事業の進捗状況や達成状況に
ついて伊賀市少子化対策推進委員会で検
討します。（事業番号５８　再掲）

伊賀市少子化対策推進委員会を開催しました。
開催日：平成23年5月19日（木）
参加者：委員11人　関係課課長12人
内容：伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画
　　　（後期計画）事業の進捗状況について
　　　　地域における子育ての支援
　　　　親子の健康確保と増進
　　　　教育環境の充実
　　　　成長支援のための生活環境の整備推進

目標数値として計上してある放課後児童クラブにつ
いては、本年度１施設を建設し、平成２４年４月１
日から稼動しますが、さらに子育て支援施策をすす
めていく必要があります。

市内小学校の
うち放課後児
童クラブのあ
る小学校の割
合
５０％

４４％

Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

育児休業等の各種子育支援策についてのQ＆Aをグ
ループウェア内で公開しています また 制度改

企業訪問による啓発を行いました。
時期：11月
訪問事業数：１６

企業訪問による啓発を行いました。
期間：1月16日～1月26日
訪問事業所数：２６（大山田人権問題企業連絡会）

企業訪問による啓発を行いました。
時期：11月と1月
訪問事業所数：２２

企業訪問による啓発を行いました。
時期：11月～12月
訪問事業所数：３５
内容：啓発冊子やポスターなどによる啓発を行い、
ワーク・ライフ・バランスの取組みについて聞取り
を行いました。

企業訪問による啓発を行いました。
時期：11月～2月
訪問事業所数：１４

Ｃ

Ｃ

次世代育成支援対策推進法に基づく特定
事業主行動計画に掲げられた各種制度等

伊賀支所管内の企業や事業所３７社を訪
問して、ワーク・ライフ・バランスへの
取組状況を調査するとともに、情報提供
による働きかけを行います。

島ヶ原支所管内１４社を訪問し、ワー
ク・ライフ・バランスの取組について聞
き取りを行い、啓発活動を実施します。

阿山支所管内にある企業・事業所１６社
を訪問し、ワーク・ライフ・バランスへ
の取組に対する啓発や、講演会・研修会
などへの参加を呼びかけます。

大山田支所管内２６社の企業を訪問し、
ワーク・ライフ・バランスの取組等につ
いて啓発を行います。

青山支所管内にある従業員１０人以上の
事業所２５社を訪問し、ワーク・ライ
フ・バランスについての考え方や推進状
況、職場研修の実施状況について聞き取
り調査や意識啓発を行います。

伊賀支所住民
福祉課
振興課

青山支所住民
福祉課

61 労働時間短縮の
推進

島ヶ原支所住
民福祉課
振興課

阿山支所住民
福祉課
振興課

大山田支所住
民福祉課
振興課

企業訪問により、取組状況の現状把握や啓発を行う
ことはできました。しかし、ワーク・ライフ・バラ
ンスの取組については、ほとんどの企業で余裕がな
く、取組は困難な状況でしたが、引き続き啓発を行
なっていく必要があります。

ワークライフバランスの取組を、会社の制度とし
て積極的に行っている事業所は少ない中、従業員
に対し両立できるよう配慮を行っている事業所も
あり、引き続き啓発を行っていきます。

ほとんどの企業では、ノー残業デーや育児休暇な
ど、すでに取り組まれていますが、ワーク・ライ
フ・バランスとしての認知度は低いように思われま
す。今後も企業がワーク・ライフ・バランスを意識
して取り組めるよう訪問啓発の継続が必要です。

各企業で、ワーク・ライフ・バランスに対する認
識・理解にかなりの違いがあり、継続的に啓発して
いく必要があります。

ワークライフバランスについて聞き取り調査を行
い、合わせて啓発を行いました。比較的大きな企業
では取組がされていて、その研修も行なわれていま
すが、比較的小さな企業では取組がされておらず、
時間の余裕や人的余裕がないため行なうのが困難と
のことでした。

育児休業の長期取得者や部分休業の活用者、育児
短時間勤務者については 年々増加傾向にあり
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商工労働観光
課

企業訪問や市のホームページにより、事
業者に対し労働時間短縮を働きかけま
す。

企業訪問による労働時間短縮の働きかけを行いまし
た。
時期：10月～11月
訪問事業所数：６５

企業訪問により取締役や総務担当者と面談すること
により、ワーク・ライフ・バランス実施の一つの手
法として認識していただいたと考えます。

Ｂ

上野総合市民
病院庶務課

就学前の幼児を持つ看護師について、時
短勤務を採用し、また３交替が中心の勤
務の中で日勤のみのシフト勤務を採用す
ることで、仕事と家庭生活等の両立を支
援します。また、日勤勤務から続けて当
直勤務に入る現状に対し、日勤と当直を
交替する制度を導入して、労働時間を短
縮しワーク・ライフ・バランスの確保を
図ります。

就学前の幼児を持つ看護師は、交代夜勤のある病棟
勤務から外来・透析・手術室勤務に変更し、日勤の
みのシフト勤務としています。
また、このような勤務者には救急外来勤務が交替で
割り当てられますが、平成23年7月から日勤勤務か
ら引き続き当直勤務に入る体制を改め、日勤帯と夜
勤帯の2交替制勤務に変更いたしました。
なお、時短勤務を採用している看護師が、1月末現
在で1名います。

従前から就学前の幼児を持つ看護師は、日勤帯の勤
務になるよう人事異動を行ってきました。また、救
急外来勤務の交替制については、看護師の健康上の
負担等を考慮して変更いたしました。これらによ
り、ワークライフバランスの推進を図っています。

Ａ

65 男女の家庭生活
の充実の支援

人権政策・男
女共同参画課

三重県内男女共同参画連携映画祭を開催
し、夫婦で参加してもらえるようＰＲし
ます。映画を通して、夫婦のあり方や家
庭生活の充実について考える機会を提供
します。

「三重県内男女共同参画連携映画祭2011」を開催し
ました。
日時：平成23年6月25日（土）19時～21時
場所：ふるさと会館いが　大ホール
上映作品：「カールじいさんの空飛ぶ家」
参加者数：４３９人

プレトークで男女共同参画の視点で作品を観ること
を説明しました。「生きる力」を感じ、人と出会う
喜びや幸せ、夫婦の絆について考えてもらう機会を
提供できました。

Ｂ

Ｃ

Ａ

０人
Ｃ

Ａ

育児休業等の各種子育支援策についてのQ＆Aをグ
ループウェア内で公開しています。また、制度改
正の都度、概要などの全職員に対して周知を行っ
ています。
特定事業主行動計画を策定し、ホームページや公
開キャビネットに掲載しています。

３７校・園のうち３３校において男女ともに参加
しやすい授業参観の工夫とPTA活動の内容の充実
を図りました。

ループウェア内で公開しています。また、制度改
正の都度、概要などの全職員に対して周知を行っ
ています。
特定事業主行動計画を策定し、ホームページや公
開キャビネットに掲載しています。

市男性職員の
育児休業取得
者数
１人

PTA活動や学校行事をきっかけにして、家庭で日
常生活や家庭・地域のくらしについて、親子でと
もに考え合う機会へとつながっています。

「父子料理教室～大好きパパと夜ご飯～」を開催し
ました。
日時：平成23年11月19日（土）
場所：大山田農村環境改善センター　調理室
内容：ミートソースパスタ、野菜スープ、蒸しパ
ン、ピンチョス
参加者数：４組（８人）

27 家庭生活に
おける両立支援
の推進

63 家庭教育への男
性の参加促進

学校教育課

64 男性の家事自立
をめざす講座の
開催

人権政策・男
女共同参画課

全ての学校（園）において、家庭教育へ
の男性の参加促進に向けて、授業参観の
工夫とPTA活動の内容を充実させます。

男性のための料理教室を開催します。

事業主行動計画に掲げられた各種制度等
の周知を行います。

62 育児・介護休業
の取得促進

人 事 課 （ 再
掲）

次世代育成支援対策推進法に基づく特定
事業主行動計画に掲げられた各種制度等
の周知を行います。（事業番号６１ 再
掲）

推進

人事課

家族をもてなすことを目的に実施しました。父親と
子どもが触れ合う機会を作れました。また、父親が
家事に参加するきっかけにもなりました。
参加者数を増やすことが課題です。

短時間勤務者については、年々増加傾向にあり、
制度の周知はできていると考えています。

育児休業の長期取得者や部分休業の活用者、育児
短時間勤務者については、年々増加傾向にあり、
制度の周知はできていると考えていますが、結果
的に男性育児休業の取得者は０名となっていま
す。
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　　　基本目標Ⅲ　ワーク・ライフ・バランス
　　基本施策１１　家庭における活動への男女共同参画の推進

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

66 介護における男
女共同参画の必
要性の啓発 介護高齢福祉

課

要望のあった住民自治協議会等に対し、
出前講座にて啓発を行います。その際、
介護保険制度の内容と合せて、介護にお
ける男女共同参画の必要性についても啓
発を行います。

今年度、伊賀警察、老人クラブ、医師会から出前講
座の依頼があり、介護保険の概要、趣旨や制度の説
明を行いました。

介護の実態等説明はできましたが、実際に介護が必
要なとき、どのような手続きをすればよいか等、ま
だまだ把握されていない部分が多く、特に老人クラ
ブ等出前講座の依頼があれば周知を行なう必要があ
ります。

Ｃ

68 ひとり親家庭へ
の支援

こども家庭課

母子自立支援員を1人配置し、ひとり親
家庭の自立支援のため、安心して子育て
と就労との両立が図れるよう、常に情報
提供をしつつ充実した相談業務を行いま
す。

問題を抱えているひとり親家庭に対して、個々に応
じた情報提供を行いました。
時期：4月～翌年1月
相談件数：１０２件
内容：就労・離婚・子の養育・母子寡婦福祉資金貸
付・公営住宅への入居相談など

自立支援に向けての就労相談で、今年度は、ハロー
ワーク伊賀との連携による就労支援事業において、
支援対象者７人中５人を就労に繋げることができま
した。
今後も一人でも多くのひとり親が自立し、安心して
暮らせるように各関係機関との連携を密に取りなが
ら事業を行っていきます。

Ｂ

69 父親の育児参加
の促進

こども家庭課

保育所（園）の行事等に、父親も参加で
きやすいように開催日や内容を検討し、
保育所だより等で参加を促します。

保育所（園）の行事等に父親が参加しやすい運動遊
びなどを取り入れるなど内容の検討をはかりまし
た。また、父親参加の大切さを保育所だより等で啓
発しました。

保育所（園）行事に関心を持ってくれる父親が増え
た。積極的に参加してもらえる内容を検討していく
ことが課題です。 Ｃ

自己評価

家族介護教室を１４回開催し、参加者は２３５人
（平成23年12月末現在）。内、男性の参加者は２割
程度でした。

寝たきり予防、認知症予防などをテーマとした出前
講座などの機会に男性の介護への参加や家族の協力
の必要性を啓発しました。

伊賀市障がい者地域自立支援協議会及び定例会、
各専門部会において障がいのある人を介護してい
る家族等の負担を軽減するため、居宅介護等の障
害福祉サービスの充実についての協議を行いまし
た。
また、手をつなぐ親の会保護者会総会で障害福祉
サービスの利用についての説明を行ないました。

Ｂ

Ｃ

Ｃ

各種介護サービスの充実を図るととも
に、介護保険制度の理解を深めるための
啓発、また、介護は男女を問わず家族や
地域全体で行うものという意識を高める
ための学習機会の提供に努めます。

地域で開催する出前講座などの機会に介
護者の健康管理の重要性とともに介護へ
の男女共同参画を啓発します。

健康推進課

事業内容

伊賀市地域自立支援協議会を開催し、
「伊賀市障がい者福祉計画」及び「伊賀
市障がい福祉計画」の進捗状況の確認や
評価を行い、障がい者福祉サービスを充
実させるための協議を行うとともに、家
庭内での障がい者介護及び支援の男女共
同参画について啓発していきます。

67 障 が い 者 福 祉
サービスの充実

障がい福祉課

具体的施策 事業人 担当課

28　家庭におけ
る家事・育児・
介護への男女共
同参画の推進及
び公的支援の拡
大

70 男性の介護技術
の習得支援

介護高齢福祉
課

平成２３度実施事業の進捗状況

今年度策定する「第２次伊賀市障がい者福祉計
画」の中に、家族介護者等への支援として障害福
祉サービス等の利用促進やサービス事業者の参入
促進を盛込みました。
また、保護者に対して障害福祉サービスの利用説
明を行なうことにより、サービスの利用を促進し
介護負担の軽減に結びつきました。
しかしながら、いまだ障がい者（児）介護は女性
特に母親が中心で行っているのが現状です。今後
は、家庭内での障がい者介護においての男女共同
参画についてさらなる啓発を行なう必要がありま
す。

教室では介護の方法、介護者の健康づくりについて
の講義が行われました。男女を問わず参加できる講
習、研修の内容を考慮し啓発していきます。

高齢者世帯が増加していることから、介護は男女を
問わず高齢者自身の問題となって来ています。健康
なときから自分自身の健康管理をし、自立した生活
が送れるように出前講座などの機会を通じて啓発し
ていきます。
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