
　　　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
指標の目標数
値

指標の実績数
値

学校教育
課

「リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツ」についての情報提供を行
い、すべての学校において、
「道徳」「保健」「総合的な学習
の時間」等を通じて、「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」「総合的な学習の時間」な
どの時間を通して、「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学習すること
ができています。

Ｃ

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
事業全般の機会を通じて「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
身体の健康づくりに取り組みま
す。

思春期教室、妊婦教室、こんにちは
赤ちゃん訪問などの事業は「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をめ
ざして取り組んでいます。

各種保健事業を常に「リプロダク
ティブ・ヘルス／ライツ」の概念
に従い、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

各種相談の場面で、専門外来
などの必要な情報提供をし、相
談者の健康管理や不安の軽減
に努めます。

8月29日に実施した健康づくりイベン
トにおいて｢女性の健康相談コー
ナー｣を設けました。

近隣の医療機関における女性専門
外来の情報収集を行い、適切な情
報提供をしていきます。健康相談
や電話相談時に一人ひとりのニー
ズにあった専門外来の紹介をして
います。

Ｃ

自己評価
評価に対する
特記事項

Ｂ

女性特有の病気治療についての情
報提供を行なうことで、安心して
専門外来を受診できる環境を提供
しています。最新の情報収集を継
続し、相談発生時には迅速に対応
できる体制の確保が重要と考えて
います。

49 社会福祉士2名体制で医療相
談を実施しています。女性専門
外来については、問い合わせ
があればその特徴等、詳細な
情報を提供します。

上野総合
市民病院
医療事務
課

専門外来
の情報提
供

地域医療連携室において、看護師１
名と社会福祉士2名の計３名の職員が
女性専門外来についての問合せに対
し、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
るよう努めました。

具体的施策 事業名 担当課 事業内容

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

平成27年度実施事業の進捗状況

23 身体的特
性をふまえた
医療・相談の
充実
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番号 事業の実施内容 事業の効果・課題
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具体的施策 事業名 担当課 事業内容
平成27年度実施事業の進捗状況

健康推進
課

こころの健康教室を開催しま
す。「こころの健康」についての
知識を習得することで、自分自
身だけでなく家族や友人など周
りの人のこころの変化に気づき
早急に正しい対応ができること
を目指します。また、自殺予防
事業として、9月10日から16日
までの自殺予防週間などの各
種事業や機会を通じて「こころ
の健康づくり」の啓発を実施し
ます。

○こころの健康づくり教室を開催し
ました。(上野病院共催）
実施期間：7月～12月　実施回数：8
回
参加者数：延316人
上野病院共催

〇自殺予防週間及び月間の啓発を行
いました
時期：9月11日、3月1日
内容：9/11　啓発物品（ウェット
ティッシュなど）500個を配布し啓発
をしました。
自殺予防月間事業3/2普及物品（啓発
用トイレットペーパーなど）500個配
布し啓発しました。

地域自殺対策緊急対策事業の一環
として、自殺予防やこころの健康
について広く知識の普及や情報提
供をし、各個人、家族、地域の人
たちのこころの健康を保つための
事業を実施しています。関係機関
(上野病院や伊賀保健所など）との
連携により事業を実施していま
す。 Ｂ

人事課

こころの健康問題を抱える職員
及び新規採用職員などを対象
としたメンタルヘルス研修会を
実施します。
開催予定回数：各1回

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）
・メンタルヘルス研修（新規採用者）
　4月2日、42人（30人）
・メンタルヘルス研修（主任級対象）
　1月19日、45人（19人）

下記研修の受講希望者を募集しました。
[※参加実績がある研修のみ月日、受講
者数（内女性）を記載]
◆三重県市町総合事務組合
・メンタルヘルス研修
　10月14日または1月13日、4人（4人）

職員自身のメンタルヘルスケアを実施
する方法を全ての研修に盛り込み、自
己管理能力の向上を図りました。
特に若手職員のメンタル不全を防止
するため、新規採用職員や主任級職
員向けのセルフケアを中心とした内容
の研修を通して、メンタルヘルスの理
解、心の健康を保つための予防法、
対処法などストレスへの気づきと対処
の仕方、職場での良好な人間関係の
構築を図るための知識やスキルを習
得することができました。

Ｂ

24 こころの
健康支援

50 こころの
健康問題
の啓発
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平成27年度実施事業の進捗状況

健康推進
課

こころの相談窓口の広報・周知
をします。健康相談や家庭訪問
など各保健事業の中でこころの
健康について相談できる場の
提供をします。必要に応じて県
や、医療機関などの関係機関
を紹介します。

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）の養成を行っています。
（170人養成）

病院、県、名張市と協力して自殺
予防事業など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
が増えることでこころの健康問題
に悩んでいる人に気づくことがで
き、早期に専門窓口相談や医療に
繋げることが出来るようになりま
す。

Ｃ

人事課

仕事に関することや家庭の問
題など職員個人の幅広い悩み
などを解消するため、外部の臨
床心理士による「こころの健康
相談室」を月２回開催します。

月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
年間22回実施 延べ68枠の相談があり
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、有効であると考えています。

Ｂ

52 学校にお
ける健康
教育の充
実

学校教育
課

すべての学校において、小学
校低学年から「保健」「特別活
動」「道徳」等の時間を活用し、
「心身の健康の保持増進」「学
校における食育の推進」等、健
康課題に対応するための健康
教育推進に関する学習を実施
します。

すべての学校において、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。

「心身の健康の保持増進」「学校
における食育の推進」等の健康課
題に対応するための健康教育の一
層の充実を行います。

Ｃ

下記の保健事業を実施しています。年度
末見込数
・母子健康手帳の交付（657人）・妊婦教
室（妊婦50人、家族52人）、思春期教室
（239人）・妊婦健診（延7,420人）4ヶ月児
健診（600人）、10ヶ月児健診（635人）、１
歳６か月児健診（577人）、３歳児健診
（674720人）、こんにちは赤ちゃん訪問
（614人）、妊婦・乳幼児訪問（延べ126
人）、乳幼児相談（延1,631人）、２歳児相
談（163人）
・若年者健診（135人）肝炎ウイルス検診
（45人）成人歯科健診（689人）
・がん検診－胃（1,300人）、大腸（3,600
人）、子宮（2,800人）、乳（2,500人）、前立
腺（950人）、結核・肺（5,341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。

各年齢に応じた母子保健事業を実施
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。生涯を
通じた健康の保持・増進のため、多く
の市民が参加（受診）しやすい事業を
実施していく必要があります。

Ｃ

24 こころの
健康支援

51 相談窓口
の充実

生涯を通じて、健康の保持･増
進のため、各ライフステージに
応じ、「自分の健康は自分でつ
くる」ことを目指し、各種保健事
業（各種検診、健康相談、健康
教室など）を展開します。

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 3
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計画目標　20%
【Ｈ27目標
26％】

24.80%

25% 22.30%

54 妊娠・出
産期に関
する男性
の理解の
促進

健康推進
課

男性の育児参加を促すため
に、妊婦教室を休日に開催し、
できるだけ夫婦同伴での参加
を勧めます。また、母子健康手
帳発行時や各種母子保健事業
開催時などの機会を通じて、出
産や育児に関する男性の理解
を呼びかけます。
実施予定回数：4
参加者数(組）：60

「ウエルカムベビー教室」両親学級
に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。
開催回数：４回
参加者数（組）：50組

両親教室を休日に実施し、夫の参
加を促し妊婦の疑似体験や沐浴実
習などをしています。また、母子
健康手帳の交付やこんにちは赤
ちゃん訪問時などの機会を捉えて
夫に妊娠・出産期・育児への理解
を促す場としていきます。 Ｂ

下記の保健事業を実施しています。年度
末見込数
・母子健康手帳の交付（657人）・妊婦教
室（妊婦50人、家族52人）、思春期教室
（239人）・妊婦健診（延7,420人）4ヶ月児
健診（600人）、10ヶ月児健診（635人）、１
歳６か月児健診（577人）、３歳児健診
（674720人）、こんにちは赤ちゃん訪問
（614人）、妊婦・乳幼児訪問（延べ126
人）、乳幼児相談（延1,631人）、２歳児相
談（163人）
・若年者健診（135人）肝炎ウイルス検診
（45人）成人歯科健診（689人）
・がん検診－胃（1,300人）、大腸（3,600
人）、子宮（2,800人）、乳（2,500人）、前立
腺（950人）、結核・肺（5,341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。

各年齢に応じた母子保健事業を実施
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。生涯を
通じた健康の保持・増進のため、多く
の市民が参加（受診）しやすい事業を
実施していく必要があります。

Ｃ

女性特有の
がん検診受診率
子宮がん

乳がん

生涯を通じて、健康の保持･増
進のため、各ライフステージに
応じ、「自分の健康は自分でつ
くる」ことを目指し、各種保健事
業（各種検診、健康相談、健康
教室など）を展開します。

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
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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

すべての学校において、養護
教諭と連携し、児童生徒の性に
関する認識を把握します。ま
た、発達段階に応じた年間指
導計画を作成し、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
の性教育を実施します。

すべての学校において、校内生徒指
導委員会等で定期的に養護教諭と連
絡会議をもち、児童生徒の性に関す
る認識の状況を把握しています。ま
た、教職員が共通理解を図りなが
ら、年間指導計画を作成し、発達段
階に応じた性教育を実施した。

養護教諭と定期的に会議をもち、
常に連携しながら児童生徒の状況
を把握できています。

Ｃ

56 性教育教
材、カリ
キュラム
の研究 学校教育

課

すべての学校において、
「保健」「総合的な学習の
時間」「道徳」等で使用す
る性教育の教材を開発し、
発達段階に応じたカリキュ
ラムを作成し実践します。

すべての学校において、「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。また今後も、発達段階に
応じた教材の研究に努めます。

Ｃ

57 関係機関
と連携し
た性教育
の推進

学校教育
課

すべての学校において、学校
保健委員会が関係機関と連携
し、教職員や児童生徒を対象
に、専門医や保健師等を講師
とした研修会や学習会を実施し
ます。

31校の学校保健委員会等で関係機関と
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、健康教育の推進の一助
となっていますが、未実施の学校があ
るのが課題です。 Ｃ

25 思春期・
更年期の健康
支援、母子保
健の充実
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