
実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
なし 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 企画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
なし 防災安全課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 図書館

Ｈ17実績
実施状況 担当課
検討 スポーツ課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 長寿社会課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
検討 健康づくり課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
検討 都市計画課

Ｈ17実績

・鈴鹿市立図書館運営委員会女性委員を3名以上登用し女性委員登用率30％を維持できるよう努めた｡

・第5次鈴鹿市総合計画策定にあたり，鈴鹿市総合計画審議会委員を改選し，女性委員の積極的な推薦を各団体に依頼した結果，20名中女性5名，登用率25％となった。（第4次鈴鹿市総合計画策定時
の審議会委員は20名中女性4名，登用率20％であり，登用率は前回と比較し向上した。）

取組の内容 鈴鹿市防災会議に新たに防災関係団体等を加える必要が生じた場合は，女性委員を登用する。

・委員に欠員が出なかったため，補充は行わなかった。

・委員補充実績なし

・登用率調査を実施
・男女共同参画プラン実施計画の作成にあたり，全庁的に登用率を上げるための取組促進について呼びかけた。

取組の内容
鈴鹿市総合計画審議会委員の改選時にあて職委員の見直しを行い，女性委員の積極的な推薦を依頼することによって女性委員登用率を向上し，登用率30％以上を目指
す。

取組の内容 鈴鹿市立図書館運営委員会女性委員を3名以上登用し女性委員登用率30％を維持できるよう努める｡

取組の内容 「審議会等の設置及び見直しに関する要綱」の趣旨及び内容を全課に周知するとともに事前協議の機会を通じて確認，指導を行う。

取組の内容 審議会等委員への女性登用の実態調査を行うとともに，担当所属に対して登用促進を働きかける。

取組の内容 鈴鹿市の男女共同参画を推進する条例検討委員会については，女性比率が高い(62.5％)ので，委員補充の際には男性を充て，男女比のバランスを取る。

施策の方向

施策細目

一人ひとりの生き方を尊重する社会づくり

１　政策・方針決定過程への女性の参画

(1)　市政への女性の参画

・改選時期（２年毎）に，体育指導委員連絡協議会と連携をしながら学識経験者の登用および，各地区体育振興会とも相談をし，地区からの女性の選出についてお願いをしたが登用率の向上には至らな
かった。

取組の内容 鈴鹿市高齢者保健福祉計画策定委員会の委員改選時において，女性委員登用率30％以上を維持するように努める。

・17年度改選にあたり，関係機関からの選出について，女性の選出につき特に配慮願うよう依頼し，理解を得るよう努めた。

目標

基本課題

取組の内容 鈴鹿市体育指導委員連絡協議会委員の改選時に，女性委員の登用について配慮いただくよう，各方面等に周知・依頼し女性登用率を向上し，登用率30％以上を目指す。

①　政策・施策形成の場への女性の参画を拡充するため，「審議会等の設置及び見直しに関する要綱（平成13年告示第33号）」に基づき，審議会等委員への女性登用を進めます。あて職委員の見直しや公募委員枞

・市民委員会規則の改正にあたり，各関係課から提出される委員名簿案の女性比率が３割を超えているか確認するとともに必要に応じてアドバイスを行った。

・現在，17人の委員の中で４人が女性である。比率としては，概ね実施。あて職的な部分もあるが，今後も維持，推進したい。

取組の内容 鈴鹿市都市計画審議会の女性委員登用率を向上し，登用率30％以上を目指す。

・１号委員（民間学識経験委員）は，任期途中であり実施には至らなかった。

取組の内容 鈴鹿市予防接種運営委員会の状況を維持できるよう努め，（5名中2名，40％）女性委員の登用に努める。

・委員会自体が，鈴鹿市医師会との調整で成り立っている。医師会会員では，圧倒的に男性医師の占める割合が高い。そのなかで，１人参画していただいているので，現状維持に努めたい。

取組の内容 鈴鹿市健康づくり推進協議会への女性委員の登用に努める。



実施状況 担当課
実施 学校教育課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 学校教育課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 教育研究所

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 教育研究所

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 市民対話課

Ｈ17実績

・委員会の委員数９名のうち２名が女性となっている。委員の内容としては，中学校長，中学校教諭，ＰＴＡ連合会代表，鈴鹿保健所職員，学校栄養職員，教育委員会事務局参事の体制で，委員会を行っ
ているが，このうち，ＰＴＡ連合会代表と学校栄養職員の２名が女性である。

取組の内容 鈴鹿市立教育研究所運営審議会について，女性委員の登用を推進するために，女性委員比率30％以上の達成を目指す。

・関係団体において，男女共同参画推進条例の趣旨を説明して理解を得ることに努め，女性候補の選出を依頼した結果，女性委員比率が３６％であった。

取組の内容 鈴鹿市結核対策委員会委員への女性登用を進め，女性委員比率30％の早期達成に努める。

・平成１８年度の委員会では，委員数１０名のうち２名が女性となっている。女性登用が必要な理由としては，学校の児童，生徒に対する結核対策であるため，学校における結核健診の実施状況・結果を
把握することが，必要であることから，学校医は勿論のこと，学校の子ども達に携わる養護教諭からの意見等も重要であり，委員として参加してもらっている。又，地域と連携し，学校の結核管理方針を検
討することも重要であるため，私立の養護教諭も参加している。

取組の内容 鈴鹿市ランチサービス事業推進委員会委員のあて職委員を見直し，女性登用を進め，女性委員比率30％の早期達成に努める。

取組の内容 鈴鹿市就学指導委員会について，女性委員の登用を推進するために，女性委員比率30％以上の達成を目指す。

・発達障害や就学について専門的な資質を有する委員を選出した結果，７１％の女性委員比率となった。

取組の内容 行政運営への女性の参画について庁内外の各種会合を通してPRする。

施策細目
②　女性が政治の場で活躍できるような社会風土づくりや市政への女性参画を促進するため，啓発活動や各種講座の開催に努めます。

取組の内容 市政への女性参画を促進するため，情報紙を通して，先進諸国や他の自治体等の情報を提供する。

・平成18年2月に実施した「ジェフリーふぇすた2006」において，県内他市の取組状況などの様々な展示を行った。

・ジェフリーすずか登録団体会議や出前講座・啓発講座等において行政への積極的な参画を呼びかけた。

取組の内容 女性の自立や社会進出をテーマとする講演会やシンポジウムを開催する。

・(財)21世紀職業財団と共催で「再就職準備セミナー」を開催した
　セミナー名：輝く自分になるためのキャリアプラン
・ジェフリーすずか登録団体であるエンパ会に企画運営を委託し，｢交渉力基礎講座」を開催した
・「女性の活躍サポート企画講座」(全4回)を開催した

取組の内容 市長との懇談会等に託児を設置し，市政への女性参画の推進に努めます。

・市政への女性参画の推進のため，市長との車座懇談会の参加者募集の際に託児の希望を受け付けた。その結果，子育てをテーマとした第1回車座懇談会では5名の託児，第4回車座懇談会｢フリー
トーク｣では2名の託児の依頼があった。



実施状況 担当課
検討 人事課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
検討 人事課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
検討 人事課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 学校教育課

Ｈ17実績

施策の方向
（２）　市役所等における女性職員の登用

施策細目
①　公平・公正に人材を評価し，性別にかかわりなく能力を発揮できるシステムづくりを進めます。

・平成１８年４月の人事異動においては，女性課長は１名で前年度と同じ人数であったが，女性副参事は保育所長等を含めて２３名となり，合計で前年度比４名の増となった。

取組の内容
幅広い視野と深い行政知識を身に付けた女性職員を育成するため，適性に配慮しながら，これまで女性の配置がなされなかった職場への配置を行うなど職域の拡大に努
める。
・平成１８年４月の人事異動においては，農林水産課農林振興Gに初の女性を配置し，他の部門においても一部で女性比率の拡大を図った。

取組の内容 能力と適性に応じて，積極的に女性管理職の登用を図る。

・階層別研修では男女ともに該当者全員の出席を求めている。
・長期の派遣研修にも女性職員が参加する比率が高まっている。
・掲示板で随時募集する研修，例えば政策法務研修などでも若い女性職員の応募が増えた。
・手話等の研修では逆に女性が大半となっている。

取組の内容 女性管理職養成のための派遣研修等への参加を積極的に働きかける。

・市町村アカデミーの主催する「パワーアップ女性管理職」及び「はばたけ女性リーダー」の２つの研修に女性管理職の参加を呼びかけたが，業務の都合で日程調整できずに見送った。

取組の内容
研修への女性職員の参加比率向上のため，積極的な働きかけを行うとともに，女性職員が能力開発に積極的に取り組めるよう，職員本人及び所属長をはじめとする周囲
の職員の意識改革に努める。

取組の内容 各学校の管理職に対し，女性教員への校長・教頭登用試験受験の推奨について働きかけを行う。

④　県教委の小中学校長・教頭職への積極的な女性登用の方針に沿って働きかけをします。

取組の内容 性別に関わらず，職員の能力や業績に基づいて人事評価を行うため，職員の理解を得ながら，簡素で分かりやすいシステムづくりを検討する。

・人事評価制度の構築について，平成１７年度から３年計画で検討に着手した。
・職員の代表で検討部会を作り，専門のアドバイザーとともに，１７年度に１５回の部会を行い検討を進めた。

施策細目

・現在小中学校長４０名中女性は４名，同教頭中女性は７名です。校長・教頭登用試験に向けての研修会開催などのサポートを実施しています。

②　女性職員の管理監督者への積極的登用や男女の偏りのない職員配置を進めます。

施策細目
③　研修機会を充実し，女性職員の能力向上を支援します。

施策細目

取組の内容 研修による職務能力向上の実効性を高めるため，研修結果を反映した職場配置に努める。

・人事異動作業の中で，長期研修の参加状況に配慮するよう心がけている。

取組の内容 人材育成基本方針を策定し，職員一人ひとりの目的に応じた主体的な能力開発機会の充実を図る。

・人事評価制度の検討に先立って，人材育成基本方針に関する検討を行った。平成１８年度中の早期に鈴鹿市人材育成基本方針を策定する予定。



実施状況 担当課
なし 地域課

Ｈ17実績

施策細目
②　自治会やＰＴＡ等の地域団体，商店会の役員等へ女性の参画を促すため，広報・啓発に努めます。

取組の内容

施策の方向
（３）　企業・地域団体等における方針決定過程への女性の参画拡充

自治会連合会理事会等の会議の機会を利用して，団体からの求めに応じ，職員による助言や相談等を行い，女性の参画促進のための啓発を図る。

・平成１７年度は，自治会からの要請がなかったため，助言・相談等は実施していない。



実施状況 担当課
実施 地域課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 人権政策課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 スポーツ課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
検討 障害福祉課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

取組の内容 地域づくりを推進するため，講演会等を通じて人材育成の支援を行う。

・職員人権啓発リーダー養成講座（第２回）「ファミリーバイオレンスと女性の人権」（講師：作家・女性の経済的自立支援ＮＰＯ法人「WANA関西」代表　藤木美奈子さん）を実施した。

取組の内容 エンパワーゼミを開催し，人材の育成を行う。

・平成16年度の基礎編に引き続き｢相談員研修講座(実務編）」（全14回）を開催し，相談員の養成を行った
・ジェフリーすずか登録団体であるエンパ会に企画運営を委託し，｢交渉力基礎講座」を開催した
･企画力向上のための｢女性の活躍サポート企画講座」(全4回)を開催した

取組の内容 様々な人権情報を提供する講演会や啓発講座などの職員研修を通じて，人権啓発リーダーの養成を図る。

・地域づくり土曜講座「鈴鹿まちづくり学校」～これからの地域づくりと地域計画づくり～を実施した。

・公募市民(2名)を編集員として，「今･ima」　ｖｏｌ15・16を発行した

取組の内容 ジェフリーすずか登録団体等に出前講座等の講師を委託し，市民が参画し活躍できる機会を提供する｡

･2つの市民活動団体に対し，出前講座を計3回委託した
･ジェフリーすずか登録団体であるエンパ会に対し，女性のエンパワーメントのための講座の企画・運営を委託した(｢交渉力基礎講座」開催）

取組の内容 公募市民を実施主体とするジェフリーふぇすたを開催し，市民が参画し活躍できる機会を提供する｡

･公募市民による実行委員会(4名)により平成18年2月25日･26日の2日間にわたり｢ジェフリーふぇすた2006」を開催した
・ジェフリーふぇすた開催にあたっては，ジェフリーすずか登録団体に依頼し，31名のボランティアスタッフの参加を得た
・起業支援のための手作り作品の販売コーナーを設け，28名の出店を得た

取組の内容 公募市民を編集主体とする女性情報紙今ｉｍａを編集し，市民が参画し活躍できる機会を提供する。

・三重県体育指導委員女性部会に，委員として１名派遣。
・北勢地区体育指導委員協議会に，評議員として２名派遣。

取組の内容 障害者支援の拡充のため，精神障害者ヘルパー研修講座を開催し，人材の育成を図り，今後は，特に男性が尐ないヘルパーの分野での男性の人材育成を促進する。

・障害者自立支援法の施行に伴い，身体・知的・精神の各法が一本化したサービス体制及びサービス提供に変更された為，精神障害者ヘルパー研修講座は実施しなかった。

取組の内容 市民の自主企画事業を支援し，人材の育成を図るとともに，活動の場を提供する｡

･男女共同参画社会実現に寄与する企画を市民企画支援事業として募集し，7事業について事業費の補助，場所の提供，広報等による支援を行い，人材育成及び活動の場の提供を行った

取組の内容
女性が能力を発揮し活躍できる場を提供するとともに，体育指導委員としての資質向上を図るため，三重県体育指導委員女性部会及び北勢地区体育指導委員女性部会
に本市の女性体育指導委員を派遣する。

･ジェフリーすずか登録団体･グループの名簿について更新･整理を実施し，ジェフリーすずかホームページで公開している

取組の内容 ジェフリーすずか登録団体会議等で,団体・グループ同士の情報の交換や収集を図る。

･ジェフリーすずか登録団体会議を開催し，団体同士の交流を図った

取組の内容 人材や団体・グループ登録リストの情報を整理し,提供する。

施策細目
②　女性の能力発揮の場を拡充するため，人材や団体・グループの情報収集と提供に努めます。

施策の方向
（４）　人材の育成

施策細目
①　学習や研修機会等を提供し，これからの社会の担い手となる人材を育成するとともに，女性が能力を発揮し活躍できる機会や場の提供に努めます。



実施状況 担当課
検討 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人権政策課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 人権政策課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人権政策課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 人権教育課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 人権政策課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

取組の内容 広報すずか『ひろげよう人権尊重の輪』コラムに女性の人権，男女共同参画社会をテーマにした記事を掲載する。

施策の方向
（２）　広報・啓発活動と生涯学習の充実

施策細目
①　広報紙や男女共同参画情報紙，ホームページ等様々な広報媒体を活用し，男女共同参画に関する情報提供に努めます。

取組の内容 人権政策課と連携し，広報すずか『ひろげよう人権尊重の輪』コラムに女性の人権，男女共同参画社会をテーマにした記事を掲載する。

・６月５日号広報「すずか」の「ひろげよう人権の輪」の記事に，「変わるのはだれ？」のテーマで，ジェンダーや男女共同参画社会について掲載した。

取組の内容 啓発のための冊子，手帳，カレンダー，物品等を作成し，配布する。

・広報すずか６月５日号に，男女共同参画社会をテーマにした記事（「変わるのはだれ？」）を掲載した。

取組の内容 男女共同参画情報紙(今・ima)を発行し，情報の提供を行う。

・今・ｉｍａ　vol15・16を発行し，情報の提供を行った

取組の内容 ジェフリーすずかホームページを充実しながら情報の提供を行う。

・啓発手帳に「こころのバリアフリーをめざして　～女性の人権～」等のコラムを掲載し配布した。

取組の内容 広報すずかを通して情報の提供を行う

･広報すずか6月5日号「ひろげよう人権尊重の輪」において、人権政策課･人権教育課とともに，男女共同参画社会についての情報提供を行った
・各種講座，セミナー，市民企画支援事業，ジェフリーふぇすた等の開催案内等を広報すずかに掲載し，情報提供を行った

・新たに鈴鹿市男女共同参画プラン及び実施計画や条例策定の進捗状況を公表するため，鈴鹿市の男女共同参画を推進する条例検討委員会関係の情報を掲載したり，各種イベントの情報，参画キー
ワードなどの掲載を行うなど情報の提供を行った

取組の内容 ジェフリーすずかの情報提供コーナーを充実し,情報誌や関係図書を提供する。

･図書コーナーの書籍を新たに50冊購入し，充実を図った
･チラシ用の書架を増設し，各種団体の活動チラシの設置数を大幅に増やした

基本課題
２　制度や慣行の見直しと意識づくり・教育の充実

施策の方向
（１）　制度や慣行の見直し

地域において出前形式の人権啓発講座を実施する。

・天名地区人権尊重まちづくり講演会「元気に向老学　～男女がともに豊かに老いるために～」（講師：日本向老学学会事務局長　高橋ますみさん）を開催した。

取組の内容 広報すずか『ひろげよう人権尊重の輪』コラムに女性の人権，男女共同参画社会をテーマにした記事を掲載する。

施策細目
①　市の施策が男女に中立的なものかについて調査研究し，必要に応じ見直します。

取組の内容 市の各種施策の中立性について情報収集し,関係各課に提供する。

･中立性についての検討を行っているが，現在特に問題となるような施策は見つかっていない

施策細目
②　男女共同参画の視点から，市民が主体的に慣行を見直し行動する社会風土醸成のため，啓発に努めます。

・広報すずか６月５日号に，男女共同参画社会をテーマにした記事（「変わるのはだれ？」）を掲載した。

取組の内容



実施状況 担当課
実施 人権政策課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人権教育課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 人権教育課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績

取組の内容 人権問題に関する講演会，講座等の充実を図り，また，開催にあたっては，託児の設置，開催時間の配慮に努める。

施策細目
②　男女共同参画に関する学習機会の充実に努めます。また，これまで参加の尐ない男性や若い世代が参加しやすいように努めます。

取組の内容 家庭教育学級における人権教育講座の中に男女共同参画社会実現へ向けた研修内容を盛り込む。

・長太小・深伊沢小，石薬師幼・旭が丘幼・一ノ宮幼の家庭教育学級人権教育講座において，男女共同参画社会の実現に向けての内容を取り入れて実施した。

取組の内容 公民館の人権教育講座の中に男女共同参画社会実現へ向けた研修内容を盛り込む。

・人権を考える市民のつどい，人権ふれあい劇場，人権問題講演会において，託児を設置した。
・参加の尐ない男性や，若い世代が参加しやすいように，休日開催の事業を増やした。

取組の内容 ジェフリーセミナー等男女共同参画に関する各種講座を充実し，また，開催にあたっては，託児の設置，開催時間の設定に配慮する。

･相談員養成講座【実務編】　全14回（受講生：5名)
･男性セミナー　全1回(受講生：10名)
・再就職準備セミナー　全4回(受講生：12名）
･市民講座2005｢広岡守穂講演会」(参加者：190名)
･交渉力基礎講座　全1回(受講生：30名）
・女性の活躍サポート企画講座　全4回(受講生：30名)
･ジェフリーふぇすた2006　(参加者：350名)
を実施した。開催にあたっては，託児を設け，また，男性セミナーについては，男性が参加しやすいように開催日時に配慮し，日曜日の昼間に実施した

・神戸・飯野公民館の人権教育講座において，男女共同参画社会の実現に向けた内容を取り入れて実施した。

取組の内容 新規採用職員研修において，重要施策の一つとして男女共同参画に関する研修時間を設定する。

・新採研修の２日目に，男女共同参画に関する９０分の講義を組み入れた。
・また，最終日にジェフリーすずかを現地訪問し，施設見学と事業内容の説明を受けた。

施策細目
④　男女共同参画の意識を深め，男女共同参画の視点に立った施策を推進するため，市職員に対する研修を実施します。

･新規採用職員研修において｢男女共同参画」についての講義を行った

取組の内容 人権研修を実施する。

・平成１７年度の人権研修は，「人権問題総論」と題して「NPOセンターゆめネットみえ」の宮元正人氏の講演を行い，男女共同参画意識を深めた。

取組の内容 人権リーダー養成講座の中の1講座として，男女共同参画の研修を実施する。

・人権リーダー養成講座の全７回の研修機会の中の第２回目の研修として，７月２７日に，「DVの現状と対策」について，「女性の経済的自立支援NPO法人WANA関西代表：藤本美奈子氏」を講師に研修
を実施した。

取組の内容 人事課と連携し，男女共同参画に関する研修を実施する。



実施状況 担当課
実施 指導課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 教育研究所

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 学校教育課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 教育研究所

Ｈ17実績

夏季研修講座の中で，教職員対象として，魅力ある授業作りや基礎学力向上の研修会を実施し，333名の参加があった。

取組の内容
人権尊重の意識と行動の基礎を培う人権保育のより一層の充実を図るための基本的な考え方として『鈴鹿市人権保育基本方針』を策定し，男女の人権意識を高める保育
や子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす保育を促進する。

・｢鈴鹿市人権保育基本方針｣策定に向け，各保育所より策定委員を選定し，H１７.２月より定期的に会議を開催し進めてきたが，完成には至らなかった。
・第１回　H１７.２.７　基本方針の大きな柱を検討
第２回　H１７.３.２２　人権保育のキーワード　なぜ必要なのかを考える
第３回　H１７.４.２２　各保育所の現状と課題
第４回　H１７.５.２０　目指す保育士像について
第５回　H１７.７.１　推進のための方策について項目別グループにわかれて検討
第６回　H１７.８.２９　素案検討
有識者の意見を聞く　元大阪乳幼児教育センター　林田　鈴枝　氏(H１８.２月），部落解放同盟鈴鹿一の宮支部長　田中　仁　氏（H１８.３月）

取組の内容 幼稚園・小中学校の要請訪問の際に，子ども一人ひとりを大切にする教育を推進するための助言，指導を行う。

・幼児児童生徒一人ひとりの個性を重視され，大切にされる指導方法等の工夫改善に努めるよう指導・助言した。

取組の内容 魅力ある授業づくりや基礎学力向上を目指すため，研修講座の開催や研修及び実践の推進に努め，子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす教育を推進する。

保育士に対する研修の企画及び実施に努める。

各種団体からの研修案内を各保育所へ発信し，参加を促した。
H１７.７.２１　子育て広場，サロン関係者交流会｢ささえあい，学びあう子育てをめざして｣
H１７.5月～H１８.2月　　H１７年度子育て支援担当者研修会Ⅰ期～Ⅲ期　｢子育ては親だけがするもの？誰もがかかわる子育て｣他
H１７.１１.２３　　シンポジウム｢絵本でつながる子どもと親と｣
H１７.１２.２　　家庭教育フォーラム｢いろんな子育て見つけよう｣おとこ・父親の視点から
H１７.８.２０　　｢子どもとのかかわり方｣講師　志村　浩二氏　子育て支援コーディネート主催

取組の内容 各学校の管理職に対して，教職員に対する校内研修の実施を働きかける。

施策の方向
（３）　男女共同参画の視点に立った学校教育・保育の充実

施策細目
①　小中学校や幼稚園，保育所において，男女の人権尊重意識を高めるとともに，子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす教育・保育を推進します。

施策細目
②　男女共同参画の意識を深め，指導の充実を図るため，教職員や保育士等に対する研修を実施します。

・学校教育活動全般にわたって，男女共同参画の視点に立って進められるようにしている。男女の役割を分ける旧来の意識に基づくものを，注意深く見抜けるように指導している。

取組の内容 基礎学力向上のために基礎基本を身につけ，自ら学ぶ子供の育成を目指した研修講座を開催する。

・教職員や保護者対象の公開講座｢学力と人間力～よみがえる子どもたち～」を実施し，283名の参加があった。

取組の内容



実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 産業政策課

Ｈ17実績

取組の内容 鈴鹿市男女共同参画情報紙「今ima」等を通した啓発に努める。

・今･ima　vol15において看護師の仕事の特集を行い，啓発した

取組の内容 ジェフリーすずかの情報提供コーナーを充実し,情報誌や関係図書を通して啓発に努める。

取組の内容 21世紀職業財団等の関係団体と連携しながら，学習機会を提供する。

･21世紀職業財団及び産業政策課と協働でジェフリーすずかにおいて再就職準備セミナー(全4回，受講生：12名)を行った

取組の内容 再就職支援セミナーを21世紀職業財団と共同で行う。

⑤　女性の就労機会を拡充するため，関係機関と連携し，能力開発や起業のための学習機会の提供に努めます。

・事業名；輝く自分になるためのキャリア・プラン

施策細目

･チラシ用の書架を増設し，雇用機会均等室のチラシ等関係資料を充実し，情報提供を通して啓発を行った

施策の方向
（１）　女性の就労環境の改善と就労支援

施策細目
①　賃金や雇用における男女格差を是正するため，国や県の労働機関等との連携を強化し，男女の均等な機会と待遇の確保及び職場における男女共同参画の推進に向けた広報・啓発に努めます。

基本課題
３　労働の場での男女共同参画



実施状況 担当課
実施 農林水産課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 農林水産課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 農林水産課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 農林水産課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 農林水産課

Ｈ17実績

施策細目
②　関係機関と連携し，生産技術や経営に必要な知識を習得するための講座を開催します。

取組の内容 家族経営協定締結者のＰＲに努める。

・男性農業者も参集している研修会で，家族経営協定締結者から事例を発表

施策の方向
（２）　農林水産業・商工自営業に従事する女性の労働条件の向上

施策細目
①　農林水産業の分野で女性の経営参画を図るため，家族経営協定の締結を促進します。

③　農水産物の生産や加工・販売を進める女性グループを育成・支援します。

取組の内容 農業改良普及センター等と連携を図り，農村女性アドバイザー意見交換会を開催する。

・個々の活動（各種審議委員等としての活動・各種研修会等における講師，助言者としての活動・県域活動や各種研修会の企画運営）を発表し，意見交換をした

取組の内容 農業改良普及センター等と連携を図り，農山漁村女性育成事業地域参画セミナーを開催する。

・農村女性アドバイザー現地活動レポート
・「これからの農政と女性の参画推進について」の講演
・「家庭や地域におけるこれからの男女共同参画」パネルディスカッション
・農村女性起業研修会
　女性が農林水産業の担い手として自らの意思によって経営に参画し起業活動を円滑に行うため，具体的な実践事例に学ぶことをねらいとして研修会を実施

取組の内容 女性グループが主催する地元農産物を使用した催しなどを支援する。

・親子で味わう料理教室（地元産小麦あやひかりを使ってピザと，ういろう作り）
・幼稚園，小学校への出前講座（さつまいも栽培と芋ほり・大豆栽培と加工体験）

施策細目

取組の内容 三重県が認定する農村女性アドバイザーに対象者を積極的に推薦する。

・平成18年3月　　1名認定　　（合計13名）



実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 障害福祉課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 生涯学習課

Ｈ17実績
実施状況 担当課

実施 生涯学習課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

（１）　子育て・介護支援策の充実

①　多様な保育ニーズに対応するため，「延長保育」，「一時保育」，「休日保育」，「病児保育」の充実を図るとともに，新たに「特定保育」を導入します。また，ファミリーサポートセンターを設置し，既存の施設保育では
応じきれないサービスを実施します。

・通常の開所時間（１１時間）を超えたいわゆる延長保育については，私立保育園（28か園）において，延長時間を３０分～４時間とするそれぞれの内容で取り組んでいる。

取組の内容 一時保育の実施保育所を増設するなど，一時保育の充実を図る。(平成21年度までに28ヶ所で実施し，84名の受け入れ可能な体制を整備する。）

保護者の就労形態の多様化に伴い，時間単位で児童を受け入れる一時保育への需要も大きく，平成１６年度では４か所，平成１７年度では７か所で実施し，充実が図られている。

取組の内容
保育所等に通所中の児童が病気の回復期で，集団保育が困難な期間，病院等の専用スペース等で一時的に当該児童の保育を行う病後児保育を実施する。また，現在1ヶ
所設置している病後児保育室の増設を検討する。(平成21年度までに1ヶ所増設する。）

基本課題
４　仕事と家庭生活・地域活動との両立支援

施策の方向

施策細目

・１７年度ハピールーム実績

取組の内容 障害者の自立と介護者の負担軽減を図るため，サービス(制度)の未申請者に対し，広報活動を実施する。

施策細目
②　介護を必要とする高齢者や障害者とその家族を支援するため，各種介護サービスを充実します。

取組の内容 保護者の就労形態の多様化に対応するため，通常の開所時間を超えて保育を行う。

・広報すずかへの掲載，ＨＰへの掲載，ふくしべんりちょうの配布，各種手帳取得時に「ふくしべんりちょう」にて説明を実施，各種団体からの要請で説明会を実施

取組の内容
公民館主事研修会等の場で子育てに係る学習機会の充実の重要性について意識の共有化を図り，地域生涯学習事業見直しの時期に地域における子育て支援学習の充
実と自主的な開設を企画するなど，公民館の子育て支援学習を支援し，講座開設数の増加を目指す。
・生涯学習課委託事業として子育て支援学習を各館に呼びかけたところ、17年度は15館で実施。また、主事研修会の場で呼びかける。

施策細目
④　子育てについての情報提供や学習機会の充実に努めるとともに，支援・相談体制の強化を図ります。

子育てについての情報提供や学習機会の充実に努め，支援・相談体制の強化を図った。

取組の内容 家庭児童相談員を配置し，児童及びその家族の相談に対して適切な助言･指導を行う。また，研修等を通じ，家庭児童相談員の資質を向上し，相談事業の充実を図る。

・１７年度児童相談件数　１６２件
・研修受講回数５回　日数６．５日　参加述べ人数　９人

取組の内容
鈴鹿市家庭教育推進協議会の事業を通して，町民会議等地域の団体，鈴鹿市PTA連合会，市民会議，各単体PTAの活動を支援し，平成18年度事業に子育て支援に関す
る講座，講演会を開催するよう働きかけ，講座の開設数の増加を目指す。
(平成17年度開催数：PTA関係24講座，NPO関係8講座，町民会議等社会教育団体関係7講座）

・各学校のＰＴＡ、ＮＰＯ、町民会議等社会教育関係団体にむけて子育て講座開設にあたり補助制度があることを募集要項をつくり広く呼びかけた。

取組の内容
地域子育て支援センター及びつどいの広場を増設するなど子育て支援の充実を図る。(地域子育て支援センターについては，平成18年度に1ヶ所を増設し，合計8ヶ所とし，
つどいの広場とあわせて10ヶ所での開設を目指す。）



実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

実施状況 担当課

実施 健康づくり課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 教育研究所

Ｈ17実績

実施状況 担当課
検討 産業政策課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
検討 人事課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 生活支援課

Ｈ17実績

⑤　企業に対し，育児や介護の休業制度について周知し，活用を促す啓発に努めます。

施策細目
⑥　市役所において，育児や介護の休業制度の活用推進の取組を進めます。

取組の内容 広報すずかやホームページを利用し，法改正や各種制度の周知等啓発を行う。

・育児・介護休業法の改正等の周知リーフレットの配付（広報には平成16年度中に掲載済）。

施策細目

・関係機関と情報を共有し，連携しながら児童虐待の予防と早期発見を図るため，妊産婦・乳幼児の訪問指導，保健指導・健康教育等を実施。

取組の内容 電話や面談による各種相談を実施し，子育てや教育問題・家庭問題の解決に向けた取組を行う。

・面接相談511回，電話相談754回の実績があった。

取組の内容 子育て支援センターにおける子育て情報の提供，子育て相談，子育てサークルの支援等を充実する。

・ふれあい広場　　火曜日～土曜日(9：30～16：30)
・親子で遊ぼう　　火曜日～土曜日(11：30～11：45)
・作って遊ぼう　１１回    ・赤ちゃん広場　９回
・親子教室　０歳児・１歳児・２歳児　各年齢15組の親子　５回
・子育て講座　１１回
・出前保育　４回
・育児相談　４６９件
・小児科医による育児相談　月１回　２２件　　・発育測定　686件
・りんりんだよりの発行　月１回
・年間利用人数　２７，７７４人

取組の内容
子育てに係る不安の軽減・解消を図るため，子育てに不安を抱える保護者(母親に限らない)に対し，専門的な立場の関係機関等とも調整しながら支援を行うとともに，一方
的に相談がくるのを待つだけでなく，乳幼児を取り巻く環境に配慮しながら，PR活動や健康診断時のフォローケース，地域へ出向いての相談を実施する。

・鈴鹿市特定事業主行動計画の策定に時間がかかり，制度周知作業の実施には至らなかった。

取組の内容 職員の実情に合わせて，男性職員の育児休業取得を推進する。

・鈴鹿市特定事業主行動計画を部長会で説明し，庁内ランに掲載したことにより，職員の関心を高めた。

取組の内容 平成17年度に次世代育成支援計画に基づく特定事業主行動計画を策定する。

・平成１８年２月に鈴鹿市特定事業主行動計画を策定し，鈴鹿市のホームページに掲載した。

取組の内容 職員に各種次世代育成支援制度や介護休暇制度の周知及び活用促進の働きかけをする。

施策細目

取組の内容 「ふくしべんりちょう」の内容を見直し情報提供の充実を図る。

福祉に関する相談件数が増加しているため，活用しやすい方法等検討し，掲載内容等，見やすく理解しやすいよう，目次においても改善を行った

⑦　介護・子育て等の福祉サービス（社会資源）情報について，誰もが活用できるようなシステムを検討します。



実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 生涯学習課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

実施状況 担当課

実施 健康づくり課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 教育研究所

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 生涯学習課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 生涯学習課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

鈴鹿市PTA連合会の各代表者会等の場での呼びかけや，PTA家庭教育学級の説明会時に年間計画の中に家庭の教育力向上についての講座の企画を働きかけ，全ての
学級63学級での講座の開設を目指す。(平成17年度：53学級で開設）

・各学校及び幼稚園ＰＴＡの家庭教育学級担当者を集めた説明会実施にあたり、家庭の教育力向上のための講座の実施を呼びかける。また、幼稚園・小学校・中学校のＰＴＡ代表者会実施時にも講座の
実施を呼びかける。

施策の方向
（２）　男女共同参画の家庭づくり

施策細目
①　家庭における男女共同参画を進めるため，男女が協力して家事や子育てや介護を担う意識と家庭の教育力が高まるよう，広報や学習機会の充実に努めます。

施策細目

取組の内容 家庭における男女共同参画を推進するための講演会等を開催する。

・市民講座2005において｢男の子育て」をテーマに広岡守穂氏による講演会を文化会館で行った
･出前講座を実施した
　住吉公民館｢男女共同参画って何だろう？｣寸劇と話し合い　講師：MIE　STUDY
　神戸小学校家庭教育学級｢自分のからだを大切に」　講師：ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄみえ
　大久保町老人会｢男女共同参画って何だろう？｣寸劇と話し合い　講師：MIE　STUDY

取組の内容

取組の内容 家庭における男女共同参画を進めるための講演会等の開催や広報等による啓発に努める。

・講演会等の開催　　４回
・ホームページ(りんりん)の開設

取組の内容
育児は家族皆が協力していくものであるという意識づけを図るため，父親も参加しやすいように講座名，開催日を工夫し，｢プレパパママ教室｣を開催する。(従来のすくすく
ファミリー教室のマタニティ教室の発展した教室。教室名に「パパ｣を入れ，3回コースのうちの1回を日曜開催にする。）

取組の内容
公民館主事研修会等の場で高齢者や障害者の社会参画の重要性について意識の共有化を図り，公民館高齢者成人学習，障害者との共生に関する事業の充実を図るとと
もに，地域生涯学習事業の見直しを行う。
・生涯学習課委託事業として高齢者・成人学習を各館に呼びかけたところ、17年度は２5館で実施。また、主事研修会の場で呼びかける。

取組の内容 公民館のサークル活動の中で男の料理教室等の開設を自主性を重んじながら呼びかける。

・妊娠・出産・育児に関する正しい知識の普及を図るため，妊婦とその夫を対象にすくすくファミリー教室・ﾌﾟﾚパパ・ママコースを開催。
　１クール３回で４クール開催（３回目は日曜日）　　受講者：妊婦１８０人，配偶者７２人

取組の内容 幼児期から思春期の子育てのコツや家庭の教育力が高まる講座の開催に努める。

・子育て支援の講座として，｢幼児期から思春期の子育てのコツ｣を実施し，120名の参加があった。

②　男性の意識改革を促す講座や料理教室等の生活自立支援に関する実習など，男性のための学習機会を提供します。

・主事研修会等で各館の取り組みを報告する中で紹介をする。男の料理教室は8館で実施。

取組の内容 男の料理教室等男性の意識改革を促す講座を開催する。

･男性セミナーを実施した
　内容：料理講座･アイロン掛け・ボタン付けなど



実施状況 担当課
実施 防災安全課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
なし 地域課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 人権政策課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 障害福祉課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

実施状況 担当課

実施 消防総務課

Ｈ17実績

施策の方向
（３）　男女共同参画の地域づくり

施策細目
①　地域活動への男女共同参画を促すとともに，自治会やＰＴＡ等の地域団体の意思決定の場へ女性が参画できるような風土づくりを進めます。

取組の内容 広報紙や防災研修等を通して，広報，啓発を行い，防災活動への女性の参加を促進する。

・防災活動に関しては多数の女性が参加しており，防災研修会等様々な場面での女性参加を推進した。

取組の内容 地域における会議の場で，各種活動団体からの求めに応じて助言や相談を行い，啓発する。

取組の内容 出前講座等を通して啓発に努める。

・出前講座を実施し，啓発に努めた
　　住吉公民館｢男女共同参画って何だろう？｣寸劇と話し合い　講師：MIE　STUDY
　　神戸小学校家庭教育学級｢自分のからだを大切に」　講師：ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄみえ
　　大久保町老人会｢男女共同参画って何だろう？｣寸劇と話し合い　講師：MIE　STUDY

取組の内容 広報紙等への掲載内容について表現方法を工夫することにより，広報・啓発を進める。

・平成１７年度は，各種団体からの要請がなかったため，助言・相談は実施していない。

取組の内容 地区別人権尊重まちづくり推進会議について，地域住民が主体的に運営できるよう働きかける。

・合川地区人権尊重まちづくり講演会において，講演の企画や周知・準備を地域住民が主体となって取り組むことができた。

広報すずかに掲載する文章について，誰もが理解しやすいように表現方法を工夫した

取組の内容 印刷機の利用，貸しロッカー，情報コーナーにおける活動情報の提供等ジェフリーすずかの施設サービスを充実し，市民活動を支援する。

･安価な料金での印刷機の利用，無料の貸しロッカーの提供，また，チラシ用書架の増設による活動情報の提供場所の充実等により市民活動の支援を行った

施策細目

②　ボランティア活動やＮＰＯ活動等への参画促進を図るため，様々な市民活動の情報提供や相談体制などの整備に努め，市民の誰もが参画しやすい環境づくりを進めます。また，NPOやボランティア団体等の市民
活動団体を支援するとともに，協働した取組を進めます。

･公募市民による実行委員会(4名)により平成18年2月25日・26日の二日間にわたり｢ジェフリーふぇすた2006」を開催した
･ジェフリーふぇすた開催にあたっては，ジェフリーすずか登録団体に依頼し，31名のボランティアスタッフの参加を得た
･起業支援のための手作り作品の販売コーナーを設け，28名の出店を得た

取組の内容
子育てサークル等の活動状況の把握に努め，市民に対する紹介や活動内容への助言など積極的な活動を促進するとともに，NPO団体などが地域の子育てサービスの担
い手となっていけるよう育成，支援に努める。

・コーディネーター２名の配属
・子育て支援総合コーディネート事業における連絡調整会議の開催　４回
・ホームページ(りんりん)の中でのサークルの紹介
・子育てサークルのない地域での出前講座　２地区４回

取組の内容 市民企画支援事業を実施し，市民活動団体の活動を支援する。

･男女共同参画社会実現に寄与する企画を市民企画支援事業として募集し，7事業について事業費の補助，場所の提供，広報等を担当し，協働した

取組の内容 市民と協働し，実行委員会形式でジェフリーふぇすたを開催する。

取組の内容
地域消防力の向上を図るため，幼尐年期に楽しく防火に興味を持ってもらうための女性消防団員が行う人形劇活動の拡充，秋季火災予防期間中の一人暮らし高齢者宅の
防火診断をはじめとする防火訓練や応急手当の指導にあたり，女性消防団員が参加しやすい環境づくりに取り組む。

・人形劇　3回，高齢社宅への防火診断　40箇所，応急手当の指導　28会場，それぞれ実施し，消防支援としての業務に参画し，行政効果を高めた。



実施状況 担当課
実施 生涯学習課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 長寿社会課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 障害福祉課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 障害福祉課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 障害福祉課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 障害福祉課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績

取組の内容
公民館主事研修会等の場で男性の意識改革の重要性について意識の共有化を図り，公民館高齢者成人学習事業のなかで，男性の意識改革を促す講座の開設を呼びか
けるとともに地域生涯学習事業の見直しを行う。

施策細目

③　高齢者や障害者の誰もが，それぞれの能力を発揮しながら，意欲的に生き生きと社会生活を送れるよう，就業や地域活動等に参画する機会の拡充を図ります。また，生きがいづくりや社会参画の契機となるような
学習や交流の機会を提供します。

取組の内容 小規模作業者に対し，運営金補助等の支援を行う。

・小規模作業者に対して，補助金申請を行うよう連絡をして，適正な運営がなされていると認められた作業者に補助金として支援した

取組の内容 在宅障害者への生活支援のため，障害者生活支援センター(鈴鹿けやき苑)への支援を行う。

・生涯学習課委託事業として高齢者・成人学習を各館に呼びかけたところ、17年度は２5館で実施。また、主事研修会の場で呼びかける。

取組の内容 鈴鹿市高齢者保健福祉計画策定委員会の委員改選時において，女性委員登用率30％以上を維持するように努める。

・17年度改選にあたり，関係機関からの選出について，女性の選出につき特に配慮願うよう依頼し，理解を得るよう努めた。

取組の内容 ふれあい運動会の運営資金の補助や準備及び運営の支援を行い，開催を支援する。

・毎秋開催する鈴鹿市障害者団体連合会主催のふれあい運動会の運営資金を補助し，準備や当日の運営を支援した

取組の内容
健康教室や健康展を開催し，個性(性差を含めて)に関係なく健康に関する正しい知識を普及することにより，｢自らの健康は自ら守る｣という自覚の高揚を図る。(健康教室で
取り組む内容については，基本健康審査の結果などを参考にしている。）

・身体障害者の方を対象として，障害者生活支援センターへ市単独で支援をしている。１７年度は担当職員の退職等があり，当初の予算を減額して支援を実施した。

取組の内容 ふれあい広場等のポスターの掲示やチラシの配布等を行い，開催を支援する。

・各種イベントの開催については，障害福祉課窓口周辺にポスターを掲示，カウンターにてチラシを配布して支援した

・『健康でいきいき笑顔があふれるすずか」をテーマに健康展を実施。
また、すべての市民を対象に、医師・保健師・栄養士等が講師となり、年間　179回の健康教室（生活習慣病予防・介護予防のための教室等）を実施。



実施状況 担当課
実施 市民対話課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 市民対話課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
なし 地域課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 市民対話課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 市民対話課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人権政策課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人権政策課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人権教育課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人権教育課

Ｈ17実績

取組の内容 外国籍生徒保護者向け進路ガイダンスを実施する。

７月と１０月に２回実施した。

取組の内容 広報すずか，マンスリーSUZUKA等への記事掲載，外国語翻訳啓発冊子，周知チラシ等の作成により，啓発を行う。

・人権問題講演会「～多文化共生へのかけはし～　死んだら終わり　だから生きるんだ」
　（講師：多文化共生ＮＰＯ世界人代表　具志アンデルソン飛雄馬さん）において，マンスリーSUZUKAへの記事掲載，ポルトガル語を記載したチラシの配布等を行なった。

取組の内容 多文化共生社会実現へ向けた学校組織確立のための連絡会議を開催する。

・中学校の多文化共生担当者の会議を２回開催した。
　一回目は，多文化共生教育の現状の交流。
　二回目は，外国人に対する偏見や決めつけについて。

在住外国人が地域活動に参加できるよう地域の各種団体の求めに応じて助言や相談を行い,共生意識の向上を図る。

取組の内容 在住外国人との共生社会推進事業を推進するため,(財)鈴鹿国際交流協会へ助成する。

・（財）鈴鹿国際交流協会では，日本語会話講座の開催，県営桜島団地集会所での外国人児童学習支援センターの開設，生活サポートセミナー（地震対策），ポルトガル語版広報紙の発行など在住外国
人との地域共生を進める事業を実施したが，これら事業に対し補助金を交付し支援した。

施策細目
④　在住外国人と共生できる地域づくりを進めるため，多様な価値観を互いに認め合う意識の養成や交流を深める各種施策を充実します。

平成17年度は、スペイン語通訳1名、ポルトガル語通訳2名を配置し、庁内窓口における通訳と行政文書の翻訳にあたりました。
通訳の拡充の結果、平成17年度実績は対前年度比で大幅な増加となった。
16年度　通訳　4，327件　　翻訳　175件
17年度　通訳　5，641件　　翻訳　322件

取組の内容 さまざまな人権情報を提供するため，外国人との共生をテーマにした講演会，啓発講座を開催する｡

・制度上は，在住外国人や日本人関係なく地域活動に参加できるようになっている。
平成１７年度は，各種団体から要請がなかったため，助言や相談などは実施していない。

取組の内容 外国人の国際的な相談に対応するため,名古屋入国管理局承認行政書士による,ビザ・帰化渉外戸籍等に関する専門相談を設置し,早期解決のための手助けを行う。

・平成17年度から新たに毎月1回、年間12回総合市民相談と併せて実施しはじめました。
　1件あたり40分間の相談で1日最大6件まで、年間72件の相談枞を設けました。
　そのうち、平成17年度実績としては、年間28件の相談がありました。

取組の内容 外国人登録者の多いポルトガル語及びスペイン語について,市主催事業や行政手続き上の通訳及び翻訳を行うため,通訳者を配置する。

取組の内容 日本語教室など在住外国人支援団体及び共生社会を推進する団体に対し補助金を交付し,各種実施団体に対する支援を行う。

・市内で日本語教室を開催している在住外国人支援団体（２団体）に対し，補助金を交付しその活動を支援した。

取組の内容

・人権問題講演会「～多文化共生へのかけはし～　死んだら終わり　だから生きるんだ」
　（講師：多文化共生ＮＰＯ世界人代表　具志アンデルソン飛雄馬さん）
・人権啓発講座（牧田公民館・庄野公民館・清和公民館）
　人権啓発ビデオ鑑賞会『この街で暮したい～外国人の人権を考える～』



実施状況 担当課
実施 人権政策課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 教育研究所

Ｈ17実績

施策の方向
（１）　ＤＶ・セクハラ・児童虐待等人権侵害対策の推進

施策細目
①　人権を無視した暴力行為について周知し，予防するための啓発に努めます。

取組の内容 子育て支援についての教室の開催を通じて，母親を入り口に児童虐待等についての予防のための啓発を行う。

・育児に関する知識の普及や啓発をとおして，虐待の早期発見・予防，育児不安の軽減を図り，親子のふれあい・仲間づくりの場としてすくすくファミリー教室を開催。
　子育てコース：９回　（２３４組）
　離乳食コース：１２回（２７６組）
　おやつクッキングコース：４回(５０組）

取組の内容 学校からの情報や訪問を通して，いじめ，暴力，虐待，仲間外れなどについての人権相談を実施し，学校や家庭への支援や連携を深めます。

・学校への定期訪問を482回実施し，その中から人権にかかわる相談については，学校や家庭との連携を図りながら相談をすすめることができた。

取組の内容 情報紙による広報や研修会の開催によりDVやセクハラ，児童虐待等人権を無視した暴力行為の予防に努める。

・出前講座を実施し，セクハラの啓発に努めた
　深伊沢小学校　セクハラ研修　講師：三重労働局雇用均等室
　大木中学校　スクールセクハラについて　講師：ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄみえ　志冶優美

取組の内容 広報紙等を利用した情報提供や研修会等を開催し，DVや児童虐待等の予防のための啓発に努める。

・パンフレットの作成(虐待・ＤＶ)

取組の内容 啓発冊子，手帳，カレンダー，物品等を作成し，啓発に努める。

・啓発手帳に「こころのバリアフリーをめざして　～女性の人権～」等のコラムを掲載し配布した。

基本課題
５　社会問題化する人権侵害への対応と心と体の健康づくり支援



実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 教育研究所

Ｈ17実績 ・学校が日頃の幼児児童生徒の生活状況の把握に努め，早期に発見した場合の連携の在り方等，その通告体制を推進した。

・鈴鹿市要保護児童・ＤＶ対策地域協議会に参加し，連携強化を図った

取組の内容 鈴鹿市要保護児童地域対策協議会に携わり，情報を交換し，必要に応じて訪問などを実施する。

・鈴鹿市要保護児童・DV対策地域協議会実務者会議に参加。
　関係機関と情報を共有し，連携しながら児童虐待の予防と早期発見を図るため，妊産婦・乳幼児の訪問指導，保健指導・健康教育等を実施。

取組の内容 鈴鹿市要保護児童地域対策協議会に参加し，情報を交換し，児童虐待等の予防と早期発見に努める。

・市の主任児童委員に母子保健地域推進委員を依頼して，推進員の活動として，１歳６か月児健診の未受診者の訪問と受診勧奨，母子保健事業の紹介，地域での見守り，子育て支援事業の実施と連
携。

取組の内容
福祉・保健・医療・教育などの関係機関に要保護児童対策地域協議会への参画を呼びかけ，会議を開催し，情報交換及び情報の共有化をすることにより，DVや児童虐待
等の予防，早期発見，早期対応，再発防止について積極的な活動へ繋げる。

・１７年１１月に鈴鹿市要保護児童・ＤＶ対策地域協議会を立ち上げた
・代表者会議の開催  １回
・ケース会議の開催　随時
・パンフレットの作成(虐待・ＤＶ)

取組の内容 鈴鹿市要保護児童地域対策協議会に参加し，情報を交換し，児童虐待等の予防と早期発見に努める。

取組の内容 通報窓口の一端を担いながら，関係課に的確な情報を提供し，人権侵害の予防，早期発見に努める。

・電話相談・弁護士相談などを通じて，通報者の把握に努め，担当課への早期連絡・対応に努めた
・平成18年度より電話相談事業の充実を図るため，相談員養成講座(実務編)を実施した

施策細目
②　悩みを抱える住民情報の収集や通報体制について地域のネットワークを整備し，ＤＶや児童虐待等の予防と早期発見に努めます。

取組の内容 母子保健地域推進委員の活動を通じて，子育ての支援や地域での子育ての見守りなどに取り組む。



実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 教育研究所

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 生活支援課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 住宅課

Ｈ17実績

・関係機関と情報を共有し，連携しながら児童虐待の予防と早期発見を図るため，妊産婦・乳幼児の訪問指導，保健指導・健康教育等を実施。

取組の内容 児童虐待の再発防止のため，子育て支援課・児童相談所・学校･青尐年課等の関係機関と連携を図り，相談体制の充実に努める。

DV被害者(子供を含む)に対し，福祉部局と協議のうえ，緊急対策としての入居を実施。
〔Ｈ17年度：1件〕

・１７年度婦人相談件数
　　　　ＤＶ　　53件　　その他　38件　　合計　91件
・一時保護　　7件
・母子生活支援施設入所　　2件

取組の内容 DV被害者の自立に向けて経済的な困窮者に対して生活保護の適用を検討します｡

DV被害者の自立に向けて経済的な困窮者に対して生活保護の適用を実施｡

取組の内容 DV被害者(子供を含む)に対し，福祉部局と協議のうえ，緊急対策としての入居を検討する。

取組の内容
児童虐待や配偶者等からの暴力問題に対するための取組として，福祉・保健･医療・教育などの関係機関が連携して，早期発見や未然防止のために相談体制の充実を図
る。

・１７年度家庭児童相談件数
　　児童虐待　　92件　その他　70件　　合計　162件
・１７年度婦人相談件数
　　ＤＶ　53件　その他　38件　　合計　　91件
・１７年１１月に鈴鹿市要保護児童・ＤＶ対策地域協議会を立ち上げた
・代表者会議の開催  １回
・ケース会議の開催　随時

取組の内容 関係機関と情報共有，連携しながら必要に応じて訪問などを実施し，被害者の保護，救済に努める。

取組の内容 女性相談員を配置し，DV被害者等女性の相談に対して適切な助言，指導を行い，自立に向けた支援と見守り及び個々のケースについての調査体制の充実を図る。

施策細目
④　ＤＶ被害者の自立に向けて，具体的な支援方策を調査検討します。

・相談の中で12ケースについては，子育て支援課，児童相談所との連携を図り，解決に向けた対応や相談を実施した。

取組の内容 関係課や関係機関に的確な情報を提供し，被害者の保護，救済に努める。

・電話相談・弁護士相談などを通じて，通報者の把握に努め，担当課への早期連絡・対応に努めた
・平成18年度より電話相談事業の充実を図るため，相談員養成講座(実務編)を実施した

施策細目
③　女性相談所や児童相談所，警察等の関係機関とのネットワークを強化し，被害者の保護に努めるとともに，加害者に対する相談・指導など，再発防止に向けた体制づくりを進めます。



実施状況 担当課
実施 市民対話課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人権政策課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 子育て支援課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 教育研究所

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 市民対話課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績 ・相談窓口を持つ関係課で｢女性相談担当者及び相談員合同会議」を行い，連携を図った

・関係機関との連携の中で，対象児童生徒の心のケアに努めた。

取組の内容 DVなどの人権侵害相談だけでなく，離婚などの一般相談についても，関係各課及び相談員の合同会議等を開催し，連携を図る。

子育て支援課の相談担当職員及び婦人相談員・家庭児童相談員・母子自立支援員・男女共同参画センターの担当職員と平成１７年７月２６日（火）１８時から男女共同参画センターにおいて，相談員連
絡会議を開催した。　各相談員の相談内容や特徴，また課題や連携の取り方について話し合った。

取組の内容 相談事業の役割分担や連携のあり方についての会議を行い，調整する。

・関係機関と情報を共有し，連携しながら児童虐待の予防と早期発見を図るため，妊産婦・乳幼児の訪問指導，保健指導・健康教育等を実施。

取組の内容 関係課と連携を図りながら，児童虐待等の情報共有システムを整備する。

・関係課と虐待防止ネットワーク会議を持ち，情報共有システムを構築した

取組の内容 児童虐待等の人権問題について学校や保護者との相談や関係機関とのケース会議を実施し，関係機関との連携を図り，取り組みを行う。

・女性のための弁護士相談を毎月2回・計24回実施した(年間相談件数159件）
・予約の確認の徹底などにより，直前キャンセルを予防し，また，女性弁護士への相談が必要かどうか，司法書士，行政書士で対応できる相談であるかどうかの確認を可能な限り行い，女性弁護士相談
事業の事業目的にあった相談による相談事業の稼働率向上に努めた

取組の内容
児童虐待等の発生予防，早期発見，早期対応，再発防止などの円滑な推進を図るため，福祉・保健・医療・教育などの関係機関が情報共有システムにより，情報を共有化
し，連携する。
・庁内ＬＡＮの総合型地理情報システムを利用して，関係課で情報を入力し合い共有化が図れた。

取組の内容 関係機関と情報共有システムにより，情報共有し，連携する。

取組の内容 女性のための電話・面接相談事業を充実する｡

・女性のための電話・面談相談を毎月2回・計24回実施した(年間相談件数112件）
・平成18年度より電話相談事業の充実を図るため，相談員養成講座(実務編)を実施した

取組の内容 女性のための弁護士相談事業を充実する｡

施策細目
⑤　庁内の相談窓口の連携を図り，相談体制を強化します。

取組の内容 男女共同参画課等が開催する相談員研修に積極的に参加する。

・平成１７年６月１０日（金）１８時から
平成１８年度から開設する「女性のための電話相談」を担当する市民の相談員に対して，「市民相談の現状について」と題し，市民相談Ｇ対応の相談内容や特徴等について研修会の講師を担当した。同
時に，「フェミニストカウンセリングなごや」の梅村政子氏を迎え，相談員としてのアドバイスをいただいた。
・男女共同参画課開催の研修は，市民相談員対象の電話実務研修であり，一般相談員対象の研修会の開催はなかった。

取組の内容 相談員養成研修等に積極的に参加し，認識を高める。

・三重県人権センター主催　「相談員資質向上講座」
　「家庭危機管理と女性問題」（講師：ＮＰＯ法人ひまわりの仲間たち理事長　関本蘭子さん）等に参加した。



実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 人事課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 学校教育課

Ｈ17実績

・電子掲示板で，セクハラに関する注意を呼びかけるとともに，相談窓口として人事課及び外部機関の相談窓口を紹介している。

取組の内容 教職員に対する，セクハラ，スクールセクハラ等人権侵害行為に関する啓発のための校内研修の実施を資料を提供し，管理職に働きかける。

・市内全小中学校において，体罰やセクシュアルハラスメントの発生を防止するための研修会を実施しました。

取組の内容 電子掲示板等を活用し，セクハラ等に関する情報を提供し，啓発を行い，問題が発生した場合は，再発防止等について関係所属と連携しながら対応する。

・新採研修において，セクハラに関する資料配布と概要説明を行った。
・人事課において，職員からの各種相談を受けているが，１７年度にはセクハラに関する相談はなかった。

取組の内容 直接相談できない職員にも対応するため，外部機関の相談窓口を周知し，紹介する。

施策細目
⑥　市職員・教職員に対し，セクハラ等の人権侵害行為に関する啓発研修を実施します。



実施状況 担当課
実施 教育研究所

Ｈ17実績

実施状況 担当課

Ｈ17実績

②　メディア・リテラシーを向上させるため，講演会や講座等の学習機会を提供します。

・情報教育に関するパソコン研修会を33回実施，229人の受講者があった。

取組の内容 有害図書，自動販売機の点検と立ち入り調査を行う。

・6月と10月に立ち入り調査員，北勢県民局，青尐年課合同による下記の調査及び点検パトロールを実施した。
①　図書自販機の実態調査及び成人向け雑誌の点検
②　インターネットカフェや漫画喫茶への点検パトロール
③　書店やコンビニ等の成人向け雑誌の点検

施策細目
④ 有害図書・自動販売機の点検活動を通して，青尐年の健全育成に努めます。

取組の内容 情報教育に関する研修講座を開設する。

施策の方向
（２）　メディアにおける人権尊重

施策細目



実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績

取組の内容 健康展等において生命の尊さ，性を考える学習機会を提供する。

・」パンフレット，ちらしでの啓発活動。

・広報すずかで募集し、産婦人科医による市民健康相談事業を年1回実施した

取組の内容 関係機関や関係団体と連携しながら研修機会を提供するとともに，情報紙を利用した啓発に努める

施策細目
③　リプロダクティブ・ヘルス/ライツの理念について，認識を深めるための広報・啓発活動を進めます。

・ジェフリーすずかホームページ｢女性学キーワード」で｢リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」を取り上げ，啓発を行った

・女性のための電話・面談相談を毎月2回・計24回実施した(年間相談件数112件）
・平成18年度より電話相談事業の充実を図るため，相談員養成講座(実務編)を実施した

取組の内容 市民健康相談事業の一環として心の健康についても関係機関と調整を行い推進する。

・鈴鹿保健福祉部を中心にした鈴鹿地域精神保健福祉連絡会（担当者会議）に出席し、精神保健福祉の知識の普及啓発、関係機関との連携調整実施した

取組の内容 毎月１回の専門医による市民健康相談事業に1／12の割合で産科・婦人科担当の割り当てを行う。

目　的：　更年期は女性ホルモンのバランスの乱れにより心身に様々な影響を及ぼし，疾患へと結びつく可能性もありうる。この時期を上手に乗り切るための，栄養・運動・休養などの知識を習得し，ライ
フスタイルの見直しから生活習慣病の予防や心身の健康保持を図る。５回シリーズ。
対　象：　４０～６０歳の女性
講　師：　女性産婦人科医、助産師、栄養士、スポーツ課職員、保健師
参加延人員：　８４名

①　妊娠・出産期や更年期など生涯にわたる女性の心と体の健康づくりを支援するため，健康教育や健康相談などの保健事業を充実します。

取組の内容 出産前後小児保健指導として，妊産婦のもつ育児不安の解消に取り組む。

・妊産婦の育児不安の軽減とかかりつけ医の確保を目的として妊娠後期から産後５６日までの妊産婦を対象に，産婦人科医と小児科医の連携のもと育児不安のある妊産婦に対し，小児科医が育児に
関する保健指導を実施。
　平成１７年９月より実施，実施件数：８件

取組の内容 電話相談・面接相談事業を実施する。

施策細目
② 男女の心の健康づくりを支援するため，相談事業の充実に努めます。

施策の方向
（３）　心と体の健康づくり支援

施策細目

取組の内容 更年期の健康セミナーを女性医師を講師に年1回開催する。(5回シリーズで取り組む。)



実施状況 担当課
実施 指導課

Ｈ17実績

担当課
実施 指導課

Ｈ17実績

実施状況 担当課
実施 健康づくり課

Ｈ17実績
実施状況 担当課
実施 男女共同参画課

Ｈ17実績

施策細目
④　小中学校において，正しい性や健康に関する指導の充実に努めます。

施策細目
⑤　性に関する正しい知識を普及し，男女がお互いを思いやる意識づくりを図ります。また，個人の尊厳を大切にする観点から，性同一性障害などの性的尐数者への偏見解消に努めます。

取組の内容 幼稚園・小中学校に性教育を充実するための情報の提供を行う。

・校内研修に参加し，発達年齢に応じた図書を紹介するなどして，性教育を推進した。
・小学生用エイズ教育ポスターを各学校に配布して，エイズ教育の啓発を行った。

取組の内容 幼稚園・小中学校への要請訪問において，性に関する教育についての助言を行う。

取組の内容 関係機関や関係団体と連携しながら研修機会を提供するとともに，情報紙を利用した啓発に努める。

・ジェフリーすずかホームページ｢女性学キーワード」で｢性の商品化」｢性同一性障害」を取り上げ，啓発を行った

・幼児児童生徒一人ひとりの個性を重視した教育を実施するため，指導方法等の工夫改善に努めるよう指導・助言した。
・ 男女が互いに正しく理解し，尊重し合えることをめざして，性教育の充実に努めるよう指導・助言した。
・性教育の充実等により，異性に対する正しい認識を養うと共に，母性を尊重し保護する意識の啓発に努めるよう指導・助言した。

取組の内容 健康展等を利用して啓発を行う。

・パンフレット，ちらしでの啓発活動


