
　　　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
指標の目
標数値

指標の実
績数値

こども家
庭課

内閣府が主唱する11月12日か
ら25日までの２週間「女性に対
する暴力をなくす運動」の期間
に合わせ、警察署及び関連部
署と連携をとり、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。

厚労省の啓発ポスターを市内の幼稚園
や保育所（園）、子育て支援センターや地
区市民センター等に掲示しました。
11月12日には商店にて伊賀警察署と合
同で街頭啓発を実施しました。

相談窓口の周知の啓発につながりまし
た。
今後、更に市民に周知できる方法を検
討する必要があります。

B

伊賀支所
振興課

男女共同参画週間にパネル展
を行います。
啓発内容：男女共同参画週間
の６月23日から29日の間、暴
力を許さない社会をテーマとし
たパネル展を行い、ＤＶ防止つ
いてのパンフレットを設置したり
啓発物品を配布します。

男女共同参画パネル展を開催しました。
期間：6月23日（火）～6月29日（月）
場所：いがまち公民館ホール前ロビー
内容：「三重のパパイクジ・ママワーク」
ホール入口にパネルを掲示して、啓発パ
ンフレットや情報紙を設置し、市広報紙
や無線放送により周知啓発を行いまし
た。

パネルを展示して、男女共同参画の推
進を促しました。ＤＶについては、その相
談窓口の案内等を周知しました。
ホールや図書館の利用者に見ていただ
くことができましたが、より多くの人に啓
発できるよう、パネルの内容と展示方法
を工夫することが必要です。

Ｃ

大山田支
所
振興課

6月23日から29日までの男女共
同参画週間に合わせて、ＤＶ防
止啓発カードなどの啓発物品
の配布やパンフレットを設置し
て啓発活動を行います。

ＤＶ防止のための啓発カードを市民がよ
く利用する場所に設置しました。

支所窓口にＤＶについての啓発カードを
設置し、来庁者等にＤＶ防止啓発を行う
ことにより、改めてＤＶについて考える
きっかけ提供することだできました。 Ｃ

福祉相談
調整課

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
ストーカー規正法についての学
習を行います。

伊賀市要保護児童及びＤＶ対策地域協
議会主催の講演会を開催しました。
日時：平成28年2月2日
内容：立命館大学 野田教授をお招きし
て要対協の役割について再確認をした。
参加者数：24人

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、支援に活かし
ます。
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。

B

自己評価
評価に対する
特記事項

39

平成27年度実施事業の進捗状況

ＤＶ防止
法 、 ス
トーカー
規制法等
の学習機
会の提供

具体的施策 事業名 担当課 事業内容

18 暴力を許
さない社会へ
の意識啓発

38 女性に対
する暴力
の社会的
認識の浸
透
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番号 事業の実施内容 事業の効果・課題
指標の目
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平成27年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

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、
市の窓口に設置します。
また、女性の悩みについての
講座やＤＶ防止セミナーの開催
情報を広く市民に周知し、学習
機会を提供します。

県内各市や三重県男女共同参画セン
ター「フレンテみえ」が行う事業について
のチラシ、また相談窓口を記載したパン
フレット等の設置を行いました。
また、男女共同参画情報紙「きらきら」に
DV防止に関する記事を掲載し啓発に努
めました。

男女共同参画センターだけでなく、市役
所本庁の玄関にチラシを設置するなど、
市民に向け学習機会や相談機関の周
知を図ることができました。

B

こども家
庭課

人権政
策・男女
共同参画
課

福祉相談
調整課

女性相談員を１名配置し、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。毎月広報「い
が市」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。
ＤＶ相談件数：21件（平成27年2月末現
在）

相談窓口の周知を図ることができまし
た。

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
談を毎月（年12回）実施しま
す。広報「いが市」へ相談日時
のお知らせを掲載します。

市のホームページや広報「いが市」で、
女性法律相談に関する周知を行いまし
た。

女性法律相談は毎月開催し、ほぼ毎
回、相談者は定数（4人）に達していま
す。 Ａ

42 関係機関
と連携し
た具体的
支援の実
施

福祉相談
調整課

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
時保護や救助活動などの支援
を行います。

緊急一時保護：2件
緊急一時避難事業の活用：0件

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。
休日・時間外を含め、緊急対応を要する
相談件数が増加傾向にあるため、相談
体制の見直しが必要です。

Ａ

39

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

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 Ｃ

デートＤＶ防止についての取り組みはで
きませんでしたが、ＤＶが犯罪であること
については啓発活動、広報への掲載を
通じて取り組みました。

18 暴力を許
さない社会へ
の意識啓発

特にデートＤＶについては、効果的な啓
発・周知方法を検討する必要がありま
す。
更なる啓発活動に取り組み、加害者に
ならないための啓発が必要であると感じ
ています。

パンフレットを配布し、デートＤ
Ｖ防止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。
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平成27年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

福祉相談
調整課

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。
また、関連部署の担当者会議を開催し、
リスクについて検討しました。

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。

Ｂ

住民課

被害者の身の安全を優先と
し、迅速に事務処理（住民票、
戸籍の附票及び届書の写し
の発行制限）を行います。
福祉相談調整課・学校教育
課・保険年金課・選挙管理委
員会・収税課等の関係担当課
及び関係市町村と情報を共
有し、被害者を支援するため
連携を図ります。

住民基本台帳事務における支援措置
申出を受付けました。　受付件数　４２
件
戸籍届書等の申出書を受付けました。
受付件数　２件

支援措置期間は申出日から１年です。
支援措置期間終了後は延長又は終了
等の申出が必要となりますが、手続き
をせず連絡も取れない人がいます。申
請時に制度の充分な説明を行い、認
識してもらうことが課題です。また、関
係市町村と連絡を取りながら、措置期
間が切れないように適切に支援するこ
とも課題です。

B

人事課

セクシュアル・ハラスメント及び
パワーハラスメントについて、
監督職（主査、係長、主幹の
職）を対象にした研修を実施し
ます。
受講予定者：40名程度

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（人事課主催）
・ハラスメント相談等に関する研修会
9月28日、ハラスメント対策相談員予定者
及び主幹・係長・主査の職員（人事課より
指名）40人（21人）

昨年度、職員を対象に実施した人権・同
和問題に関する意識・実態調査の結果
を検証し、働きやすい職場環境を確保
するため、伊賀市職員のハラスメント防
止等に関する要綱を策定しました。
また、ハラスメン対策相談員を設置し、
職員が相談できる体制を整えました。
今後も、研修を重ね、ハラスメントに対
する意識を高め、職員が働きやすい環
境づくりに努めたいと考えています。

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。

セクシュアル・ハラスメント防止のビデオ
貸し出しはありませんでしたが、ホーム
ページに貸し出しできるDVDや本の一覧
を掲載しました。

貸し出し用DVD等の一覧表をホーム
ページに掲載していることを周知する機
会の確保が必要です。 C

44 セクシュ
アル・ハ
ラスメン
ト防止研
修の実施

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

43 窓口対応
における
被害者保
護の徹底

20 セクシュ
アル・ハラス
メント防止の
取組
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平成27年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

学校教育
課

すべての学校(園）において、セ
クシュアル・ハラスメントに対す
る認識を深めるための研修会
を実施します。また、早期発
見、未然防止のため相談窓口
を各校(園）内組織に位置づけ
ます。

28校において、セクハラ防止のための
学習会や研修会を行いました。また、
26校において、早期発見、未然防止の
ため相談窓口を組織に位置づけていま
す。

管理職を中心にして、セクシャル・
ハラスメントに対する研修会を実施
し、相談窓口を学校（園）内に組織
に位置づけるよう未実施の学校
（園）に働きかけます。

Ｃ

人権政
策・男女
共同参画
課

市民からの相談には、労働局、
県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
て対応していきます。

Ｃ

47 地域の犯
罪防止に
配慮した
環境の取
組

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とも
に、公園をきれいに保つことで
防犯性の向上に努めます。

都市公園の巡視等の業務を委託しまし
た。巡視回数年間１９５日

巡視等の業務を実施することで、市
民に公園を安全快適に利用していた
だくことが出来ました。 B

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

Ｃ学校教育
課

すべての学校において、「道
徳」「保健」「総合的な学習」等
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がと
れるよう、学習を実施します。

すべての学校において、「道徳」「保
健」「総合的な学習の時間」などの時
間を通して、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
態度や行動がとれるよう、学習を実施
しました。

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
とを学習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
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