
基本課題１ 政策・方針決定過程への女性の参画 

 

施策の方向（１） 市政への女性の参画拡充 

 

指標 審議会等への女性の登用率  
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目標値

 

指標の説明 

･「審議会等の設置及び見直しに関する要綱

（平成 13 年鈴鹿市告示第 33号）」に定める

審議会等の委員のうち女性委員の占める割

合 

目標値の説明 

・審議会等の設置及び見直しに関する要綱第 2

条第 1 号に定める選任基準（女性委員比率

30％以上）に基づき，平成 20 年度までに登

用率 30％を目指します。 

・対象となる審議会等は，法令，条例，規則，

要綱等に基づく審議会，委員会，その他市

民を構成員とする会議です。 

平成 1８年度値の説明 

・平成 18 年度における本市の審議会等への女性委員の登用率は，昨年度に引き続き，18％とな

っています。 

・他の県内自治体の登用率は,三重県が 31.6％，県内市町平均が 24.3％です。本市の女性委員登

用率は，県内市町において，昨年に引き続き最低水準となっています。 

● 男女共同参画推進本部の評価 

(指標及び取組について) 

・平成 17 年度の審議会委員等への女性登用率（１８％）が県下最下位であったことから，登用

率向上のための方策について検討してきた。最下位である旨を庁内に周知し，各担当課に対し

女性委員登用推進計画書及び審議会等委員名簿の人事課への提出を求めた。また，平成 19 年

4月より「審議会等の設置及び見直しに関する要綱」の一部改正を行い，委員改選時に人事課

や男女共同参画課との事前協議を義務付けるなどの取組や審議会等委員選任処理手順を定め

て庁内ランに掲示するなどの取組を始めている。これらの効果が出てくるのはこれからである

と考える。 
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平成18年度実施事業

Ⅳ今後の取組・・◎取組を強化していく
　　　　　　　　　　○計画どおりに推進していく
　　　　　　　　　　×取組について再検討を行う

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

人事課

「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。

○

・全審議会等の委員名簿の提出を求め
た。
・登用率が県内最低基準であったため，
その旨を庁内に周知し，各担当課に対
し，女性委員登用推進計画書の提出を
求めた。
・「審議会等の設置及び見直しに関する
要綱」の一部改正を行い，審議会等の新
規設置時だけではなく，委員改選時にお
いても事前協議を義務付けた。
・審議会等委員選任処理手順を定め，庁
内ランに掲示した。
・引き続き，市民委員会規則の改正に当
たり，各担当課から提出される委員名簿
案の女性比率が３割を超えているかを確
認し，必要に応じて改善に向け，指導を
行った。

課題：本市の現状として，審議会等の委
員にあて職が多く，あて職であるがゆえ
に女性登用が進まない状況がある。その
見直しに取り組む必要がある。

◎

男女共同参画課

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。

○

平成17年度の審議会委員等への女性登
用率（１８％）が県下最下位であったこと
から，人事課とともに登用率向上のため
の仕組みをつくることを検討した。
・意識付けを行うために，各課に「女性員
登用推進計画」の提出を求めた。
・形骸化していた「審議会等の設置及び
見直しに関する要綱」の見直しを行い，
「審議会の設置及び廃止」の際にしか
行っていなかった人事課との事前協議を
平成19年4月より「審議会の委員改選時」
にも行うことを義務付けた。また，その
際，女性委員比率が30％に満たない場
合は，男女共同参画課とも事前協議を行
うことを義務付けた。

◎

Ⅱ実施状況・・○実施できた
　　　　　　　　　△検討は行ったが実施には至らなかった
　　　　　　　　　×検討も実施も行わなかった

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
や公募委員枞の設定・拡充等を図りながら，女性委員の登用を推進し，女性委員比率30％の早期達
成に努めます。

基本課題1

政策方針決定過程への女性の参画

施策の方向（1）

市政への女性の参画拡充
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男女共同参画課

現在策定中の(仮称)鈴鹿市男女共
同参画推進条例に基づき設置され
る，鈴鹿市男女共同参画審議会に
ついては，男女いずれかの構成比
が40％を下回らないようにする。

○

平成18年9月に設置した鈴鹿市男女共同
参画審議会の女性委員比率は５０％であ
る。今後もこの比率を維持していく。

計画の見直し：平成18年6月に鈴鹿市男
女共同参画推進条例が制定・施行された
ため，取組の内容を「鈴鹿市男女共同参
画推進条例に基づき設置する審議会に
ついては，男女いずれかの構成比が
40％を下回らないようにする」に改める。

×

人事課
鈴鹿市特別職報酬等審議会の女性
委員を推進し，女性委員比率30％
の早期達成に努める

△
現在の委員に対し，次期改選時に可能な
限り，女性委員の推薦をお願いしてい
る。

○

契約調達課

鈴鹿市入札監視委員会の改選時に
女性委員の拡充に努め，登用率
30％以上を目指す。

△

委員会の性格上，委員としての経験があ
る程度必要であり，安易に委員変更が出
来ない為，改選時においても原則継続で
お願いしている。委員変更時には女性委
員の確保に努めたい。

課題：委員会の性格上，委員としての経
験がある程度必要であり，女性委員を確
保する趣旨は理解できるが，委員変更が
困難であるのが実情である。

○

地域課
（仮称）鈴鹿市市民参加条例検討委
員会について女性委員比率30％以
上を目標とする。

△

・市民参加や協働などについて，より一
層の推進を図るために，組織として考え
方を共有する目的で職員研修を開催し
た。
条例検討委員会の公募までには至らな
かった。

○

人権政策課

鈴鹿市同和資金貸付審査会委員の
改選時にあて職職員の見直し等を
行い女性登用を向上し，登用率30％
を目指す。

×

現在，休止中のため具体的な取組はして
いない。

課題：選任形態が議員や行政，地域の代
表者であり，その多くが男性であるため，
登用率はその比率に左右される。

○

人権政策課

鈴鹿市一ノ宮市民館・一ノ宮団地隣
保館運営委員会委員の改選時に，
あて職委員の見直し等を行い女性
登用率を向上し，登用率30％を目指
す。

△

検討したが，本委員会は，地域の代表や
関係機関が協議することによって，事業
の実施及び円滑な管理運営を図るため
の運営委員会であるため，女性委員登
用率を上げるのため特段の取組は行わ
なかった。

課題：選任形態が議員や行政，地域の代
表者であり，その多くが男性であるため，
登用率はその比率に左右される。

○

人権政策課

鈴鹿市一ノ宮団地児童センター運営
委員会委員の改選時に，あて職委
員の見直し等を行い，女性登用率を
向上し，登用率30％を目指す。

△

検討したが，本委員会は，地域の代表や
関係機関が協議することによって，事業
の実施及び円滑な管理運営を図るため
の運営委員会であるため，女性委員登
用率を上げるのため特段の取組は行わ
なかった。

課題：選任形態が議員や行政，地域の代
表者であり，その多くが男性であるため，
登用率はその比率に左右される。

○
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人権政策課

鈴鹿市玉垣会館運営委員会委員の
改選時に，あて職委員の見直し等を
行い女性登用率を向上し，登用率
30％を目指す。

○

改選時期に向け女性活動団体の代表や
関係団体の女性役員に参画を依頼する
方向で検討し内諾を得た。（委嘱は19年
度から：登用率33.3％）

○

人権政策課

鈴鹿市玉垣児童センター運営委員
会委員の改選時に，あて職委員の
見直し等を行い女性登用率を向上
し，登用率30％を目指す。

○

改選時期に向け女性活動団体の代表や
関係団体の女性役員に参画を依頼する
方向で検討し内諾を得た。（委嘱は19年
度から：登用率33.3％）

○

防災安全課

鈴鹿市暴力追放市民会議委員の改
選時に，あて職委員の見直し等を行
い，女性委員登用率の向上を目指
す。

○

平成１８年度は役員の改選が行われた
が，メンバー自体に女性が含まれていな
いことから，次回改選する際には，団体
に対して女性メンバー選出の要請を行っ
た。

課題：団体の役員に女性が尐ない等の
理由により，女性の登用が思うようにす
すまない。

○

防災安全課

鈴鹿市交通安全都市推進協議会委
員の改選時に，あて職職員の見直し
等を行い，女性委員登用率の向上
を目指す。

○

平成１８年度は役員の改選が行われた
が，メンバー自体に女性が含まれていな
いことから，次回改選する際には，団体
に対して女性メンバー選出の要請を行っ
た。

○

防災安全課

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。

○
委員に欠員がでなかったため，補充は行
わなかった。

○

図書館
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。

△

図書館運営委員会委員の選任基準から
社会教育委員について団体代表者等の
3名を委嘱しているが，この1名が男性に
なった為，女性委員登用率30％を下回っ
た。

課題：図書館運営委員会委員の選任基
準から社会教育委員について団体代表
者等の3名を委嘱しているが，この委員
が全員男性になると，女性委員登用率
30％を下回る場合もある。

○

生涯学習課

鈴鹿市社会教育委員会委員改選時
にあて職委員の見直しを行い，女性
登用率を維持し，さらに向上を目指
す。

△

充て職委員の見直しを行なう過程で，各
団体から女性を抽選してもらえるよう働き
かける。

課題：団体から各分野への委員派遣依
頼が多く，人材が偏りがちである。

○

生涯学習課

鈴鹿市公民館運営審議会委員の役
員改選時に充て職委員の見直しを
行い，女性登用率を維持し，さらに
向上を目指す。

△

充て職委員の見直しを行なう過程で，各
団体から女性を抽選してもらえるよう働き
かける。

課題：団体から各分野への委員派遣依
頼が多く，人材が偏りがちである。

○

生涯学習課

鈴鹿市成人式実行委員会委員の充
て職委員の見直しを行うとともに公
募委員の拡充を行い，女性委員登
用率を維持し，30％を下回らないよ
うに努力する。

○

充て職委員の見直しを行なう過程で，各
団体から女性を抽選してもらえるよう働き
かける。

課題：男性が尐ない。

○
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生涯学習課

各地区公民館の運営委員会委員改
選時に委員の見直しを行い，女性委
員登用率を向上し，登用率30％を目
指す。

△

各地区公民館運営委員会の活性化とい
う視点で取組んでおり，地域代表者と公
民館利用者の構成比見直し等を働きか
けている。

課題：公民館運営委員には，自治会長が
選ばれることが多く，女性の自治会長が
増加しなければ目標達成は困難である。

○

生涯学習課

鈴鹿市PTA連合会，各単位PTA，市
民会議，町民会議等の社会教育関
係団体の役員改選時に新役員の拡
充について啓発し，女性役員登用率
を維持し，登用率の低い団体は登用
率30%を目指す。

△

各地区公民館運営委員会の活性化とい
う視点で取組んでおり，地域代表者と公
民館利用者の構成比見直し等を働きか
けている。

課題：公民館運営委員には，自治会長が
選ばれることが多く，女性の自治会長が
増加しなければ目標達成は困難である。

○

障害福祉課

鈴鹿市障害者施策推進協議会につ
いて女性委員登用率を向上し，改選
時には，女性委員比率35%以上を目
指す。

△

公募を行い，応募者を対象に抽選を行っ
たが，男性が当選した為，比率が下がっ
た。なお，１８年度より障害認定区分審査
会を開催しているが，女性比率は５０％
である。

○

保険年金課
鈴鹿市国民健康保険運営協議会の
女性委員登用率の向上に努める。

○

 委員の改選にあたり，被保険者を代表
する委員３名について，引き続き1名の女
性委員を登用した。

課題：委員の構成については，法令によ
りあて職とされており，被保険者を代表す
る委員を除き，それぞれの団体からの推
薦によっている。
　被保険者を代表する委員について１名
の女性委員の登用を維持していきたい。

○

健康づくり課

鈴鹿市予防接種運営委員会の状況
を維持できるように努め，(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。

×

健康づくり課
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。

○
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。

◎

産業政策課
鈴鹿市共同作業場運営委員会にお
ける女性委員の登用に努めます。

○
同委員会の女性委員（１名）の登用を実
施した。

○

都市計画課

鈴鹿市都市計画審議会の1号委員
（民間学識経験者）と2号委員（市議
会議員），3号委員（関係行政機関職
員）との人員配分を見直し，1号委員
の中で女性委員比率30％の達成に
努める。

○

　H18.4に１号委員の改選が行われたが，
各種団体の代表者を委員としていること
から女性委員の登用が進まなかった。
　H20.4に委員の改選が予定されている
ので，次回改選時には女性委員比率
30％の達成を目指す。

課題：「都市計画審議会」は，専門的・技
術的な要素を多く含む事案の審議を行う
ため，女性の人材が尐なく，選定に苦慮
している。

◎
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建築指導課

鈴鹿市ラブホテル建築等規制審議
会委員の改選時において，現在の
女性委員登用率を維持するように努
める。

○
平成18年11月1日の委員改選にあたり，5
名中2名の現女性委員を再任した。

○

建築指導課
鈴鹿市建築審査会委員改選時に，
女性委員の登用を検討する。

○

審査会の設置は建築基準法第78条に基
づき設置することになっており，第79条で
審査会の委員は，法律，経済，建築，都
市計画，公衆衛生又は行政に関しすぐれ
た経験と知識を有し，公共の福祉に関し
公正な判断をすることができる者を任命
することとなっている。
平成18年4月1日が改選日であったため，
この任命基準に沿って，女性委員の登用
について，検討を行ったが適任者が見当
たらず女性委員の登用に至らなかった。

×

学校教育課

鈴鹿市結核対策委員会委員の女性
委員比率30％を達成。
今後の女性委員の登用を維持，推
進に努める。

○

平成１９年度の委員会では，委員数１０
名のうち３名が女性となっています。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ります。
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いただいており
ます。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，私立中学校の養護教諭も参加してい
ます。なお，委員である県保健所長も女
性であります。

○

学校教育課

鈴鹿市ランチサービス事業推進委
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。

○

委員会の委員数９名のうち２名女性がお
ります。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，栄養教諭・職員，教育委員会
事務局参事の体制で，委員会を行ってお
りますが，この中のうち，ＰＴＡ連合会代
表と栄養教諭・職員の２名が女性として
委員に参加しております。

○

教育研究所

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。

○

教育研究所

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。

○
発達障がいや就学について専門的な資
質を有する委員を選出し，女性委員比率
は64％を達成した。

○
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担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

男女共同参画課

鈴鹿市男女共同参画プラン普及版
を発行し，周知することにより，市政
への女性の参画を促進する。

○

・鈴鹿市男女共同参画プランを冊子にま
とめ，窓口等に配置するとともに，ジェフ
リーすずかホームページに掲載し，周知
した。
・研修会等会合に出席する際に配布及び
説明に努め，周知した。

○

男女共同参画課

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年度は情報紙においてライフス
タイルに関わる情報提供等を行ったた
め，先進諸国や他の自治体等の情報提
供を行えなかった。

○

男女共同参画課

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。

○

・ジェフリーすずか登録団体会議や出前
講座・エンパワーゼミ等の各種啓発講座
等において行政への積極的な参画を呼
びかけた
・男女共同参画推進本部会議において，
審議会等への女性委員の登用率の低さ
や鈴鹿市男女共同参画審議会からの答
申などを報告・審議し，その結果に基づ
き、推進本部員（部長）より各部局の課長
会等で周知・啓発を行った

○

男女共同参画課

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ジェフ
リーすずかにおいて「再就職準備セミ
ナー」を開催した。
セミナー名：～はじめの一歩やる気を引
き出すコーチング～（４回連続講座）
・女性の活躍サポート企画講座を開催し
た。
講座名：コトバの力で情報発信（５回連続
講座）

○

市民対話課

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，車座
懇談会の参加グループを募集する際に，
託児の希望を受付したが，申込グループ
がなかったため実施には至らなかった。

課題：子育て中の女性グループが参加し
やすいようなＰＲの強化と安全な託児ス
ペースの確保

◎

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の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。
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施策の方向（２） 市役所等における女性職員の登用 

 

指標 市役所における女性職員の管理職比率  

10.4％
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目標値

 

指標の説明 

・鈴鹿市の副参事級以上の職員のうち女性職

員の占める割合 

目標値の説明 

・平成 20 年度には一般職，専門職等すべての

職員中の女性管理職比率 15％を目指しま

す。 

平成 1８年度値の説明 

・平成 17 年度の本市女性職員の管理職比率は，10.4％となっています。 

・女性管理職の総数は，29 名で，その内訳は，課長 3 名（内 1 名は次長・参事級），副参事 26

名となっており，前年度比，課長が 2名増，副参事が 1 名増で計 3 名の増です。 

・一般行政管理職に占める女性割合 Ｈ17：5.8％ → Ｈ18：6.3％ 

 

● 男女共同参画推進本部の評価 

(指標及び取組について) 

・平成 18 年 4 月には，女性管理職数は，課長 1 名，副参事 24名（10.6％）であったのに対し，

平成 19 年 5 月には，次長・参事級 1名，課長級 27名(内訳：参事兼課長 1 名，課長 2 名，副

参事 25 名)（10.4％）となった。鈴鹿市初の次長・参事級への女性職員の登用を行うなど，女

性職員の管理職への積極的登用に努めている。 

・人材育成基本方針にも女性職員の登用についての積極的な姿勢を明記した。 

・今後も引き続き，研修への積極的参加を促し，職員の育成を進め，能力と適正に応じ，より一

層の登用を図っていく必要がある。 
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平成18年度実施事業

Ⅳ今後の取組・・◎取組を強化していく
　　　　　　　　　　○計画どおりに推進していく
　　　　　　　　　　×取組について再検討を行う

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

人事課

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を平成１７年度から
３年計画で検討をしている。
職員の代表で構成される庁内検討部会
を７回開催し，専門のアドバイザーととも
に検討を進め素案をまとめた。
総務部内管理職で「人事評価制度検討
のためのシート記入試行」を実施した。

○

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

人事課
能力と適性に応じて，積極的に女性
管理職の登用を図る。

○

平成19年4月の人事異動は改選時であっ
たため，退職者補充のみの異動であっ
た。同年5月の人事異動においては，初
の女性の参事が誕生し，女性課長は3名
で前年度比2名の増，女性副参事は保育
所長等を含めて25名となり，前年度比1
名の増となった。

◎

人事課

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。

○

納税課徴収業務に2人の女性を配置し，
職域の拡大に努めた。

課題：女性職員の政策形成や意思決定
課程への積極的な登用と職域の拡大

◎

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。

施策の方向（2）

市役所等における女性職員の登用

Ⅱ実施状況・・○実施できた
　　　　　　　　　△検討は行ったが実施には至らなかった
　　　　　　　　　×検討も実施も行わなかった

基本課題1

政策方針決定過程への女性の参画

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。
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担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

人事課
人材育成基本方針を策し，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
育成基本方針を平成１８年１２月に策定
した。

課題：人材育成基本方針を基とした人事
評価制度の策定が必要である。

○

人事課

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。

○

１ 階層研修では男女ともに該当者全員
の出席を求めている。
２ 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。
３ 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女性職員が積極
的に参加している。

○

人事課
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」「これからの管理職」の２
つの研修に女性管理職員（いずれも副参
事）各１名，また同じく市町村アカデミー
主催の「はばたけ女性リーダー」研修に
主幹職員１名，そして日本経営協会主催
の「地方自治体女性職員交流研究会」に
副主査職員１名，合計４名の女性職員の
派遣をした。

○

人事課
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。

△
長期研修により能力向上した女性職員を
把握し，人事異動時に配慮するよう心が
けている。

○

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

学校教育課

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。

○

平成１８年度小中学校長４０名中，女性
は４名，同教頭は７名。校長・教頭登用試
験に向けての研修会開催等において，サ
ポートを実施している。

○

③　研修機会を充実し，女性職員の能力向上を支援します。

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。
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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 

 

指標 鈴鹿市 PTA 連合会会長・副会長への女性の登用率  
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指標の説明 

・鈴鹿市ＰＴＡ連合会の会長（1 名），副会長

（2名）のうち女性の占める割合 

目標値の説明 

・ＰＴＡ連合会では，平成 16年度において，

会長･副会長の幹部 3名は，すべて男性が担

っています。 

・平成 20 年度には，幹部 3 名(会長 1 名，副

会長 2名)のうち，少なくとも 1名の女性の

参画を目標とします。 

平成 1８年度値の説明 

・平成 18 年度のＰＴＡ連合会会長・副会長への女性の登用率は，66.7％となっています。 

・内訳としては，会長 1 名が女性，副会長 2名がそれぞれ女性と男性 1名ずつです。 

 

● 男女共同参画推進本部の評価 

(指標について) 

・平成 17 年度は，会長が男性で副会長の 2 名が女性であったが，平成 18年度は，会長が女性と

なり,方針決定過程における女性の参画が進んだと言える。今後も適正な男女の役員比率での

組織の維持を呼びかけていく。 

(取組について) 

・企業等における女性の登用促進に関する取組を市レベルで実施することは難しいが，機会を捉

えて，情報提供による啓発を中心に取り組んでいく必要がある。 

 

 

 

市単組 PTA に占める女性会長比率（H18） 

幼稚園 
22/23

（96％） 

小学校 
7/30 

（23％） 

中学校 
2/10 

（20％） 

計 31/63 

（49％） 

 

目標値 
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平成18年度実施事業

Ⅳ今後の取組・・◎取組を強化していく
　　　　　　　　　　○計画どおりに推進していく
　　　　　　　　　　×取組について再検討を行う

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

産業政策課

企業訪問や会合時を利用して，方針
決定過程への女性の参画促進のた
めの広報，啓発等を行う。

△

平成１８年度において，主要企業交流会
を企画していたが実現に至らなかった。１
９年度において，市長等を交えた形での
企業交流会を開催する予定であり，その
場での広報，啓発を計画している。

○

男女共同参画課

鈴鹿市男女共同参画プラン普及版
や条例周知のための冊子を作成し，
PRを行う。

○

・鈴鹿市男女共同参画推進条例パンフ
レットを作成し，会議，講座，イベント会場
等のあらゆる場で広く配布を行い，周知
を図った。
（例）ジェフリーふぇすた2007
　　　出前講座（飯野高等学校等）
　　　男性セミナー

○

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

Ⅱ実施状況・・○実施できた
　　　　　　　　　△検討は行ったが実施には至らなかった
　　　　　　　　　×検討も実施も行わなかった

基本課題1

政策方針決定過程への女性の参画

①　企業の方針決定過程の場に女性の参画を促すため，広報啓発に努めます。
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担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

地域課

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１８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。

○

男女共同参画課

出前講座や各種会合の場を活用し,
女性の参画促進のための啓発を行
う。

○

・出前講座や農村漁村女性アドバイザー
連携会議，連合三重鈴鹿地域協議会女
性部役員会等において女性の社会への
参画促進の必要性や鈴鹿市の取組など
について周知を行った。

○

生涯学習課

各地区公民館運営委員会について
毎年度の役員改選時に女性役員登
用率30％を目標に見直しを行う。(平
成17年度現在：14％)

○

鈴鹿市ＰＴＡ連合会　　　４２％
各単位ＰＴＡ　　　　　　 　４９％
市民会議　　　　　　　　　３３％
町民会議　　　　　　　　　  ０％

課題：団体間格差がある

○

生涯学習課

鈴鹿市PTA連合会，各単位PTA，市
民会議，町民会議等の社会教育関
係団体の女性役員登用率について
登用率の高い団体についてはその
維持を，登用率の低い団体について
は登用率30％達成を毎年度の役員
改選時に啓発します。(平成17年度
現在：市P連42％，各単位市PTA会
長41％，市民会議役員33％)

○

鈴鹿市ＰＴＡ連合会　　　４２％
各単位ＰＴＡ　　　　　　 　４９％
市民会議　　　　　　　　　３３％
町民会議　　　　　　　　　  ０％

課題：団体間格差がある

○

商業観光課

商工団体の会合の場を利用して，女
性の参画促進のための広報，啓発
等を行う。

△
会議等出席の際に，広報・啓発を行う予
定だったが，実施には至らなかった。

◎

②　自治会やPTA等の地縁団体，商店会の役員等への女性の参画を促すため，広報・啓発に努めま
す。
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施策の方向（４） 人材の育成 

 

指標 男女共同参画課が実施する市民企画支援事業の希望件数  
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指標の説明 

・市内で活動するグループや団体が企画し，

実施する男女共同参画社会づくりに寄与す

る事業に対し，事業費の補助及び広報活動

の支援等を行う市民企画支援事業に希望し

た団体･グループ数 

目標値の説明 

・事業費の補助等は，予算の範囲内で実施す

るため実施件数には限りがあることから，

希望件数を目標値にしています。 

・平成 20 年度までに，平成 16 年度現状値の

1.5 倍の 12件を目指します。 

平成 1８年度値の説明 

・平成 18 年度の希望件数は，10 件で，そのうち事業実施件数は，8 件です。 

 

● 男女共同参画推進本部の評価 

(指標について) 

・平成 17 年度に比して，市民企画支援事業の希望件数は増加している。 

・各事業への参加市民数も増え，広がりを持ちつつある。 

(取組について) 

・様々な機会に市民が活躍するための場を提供し，経験を積んでもらうことは，始める際には労

力も大きいが，着実に効果が出てくる。研修会等の学習機会の提供も大切であるが，市民参画

などの手法による事業の実施の必要性が増してきており，今後はそのための一定のルールづく

りなどを検討していく必要がある。 

 

目標値 
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平成18年度実施事業

Ⅳ今後の取組・・◎取組を強化していく
　　　　　　　　　　○計画どおりに推進していく
　　　　　　　　　　×取組について再検討を行う

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

地域課
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。

○

・地域づくり講演会「新しい時代の地域づ
くりを考える～地域づくり協議会の設立を
めざして～」を開催した。
・ＮＰＯ支援講座「つどい、つながり、そし
て未来へ～身の丈に合ったまちをみんな
でつくろう～」を開催した。

○

人権政策課

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。

○
・職員人権啓発リーダー養成講座におい
て，女性講師を２講座に招いて，女性の
立場から様々な人権課題を講義した。

○

男女共同参画課
エンパワーゼミを開催し，人材の育
成を行う。

○

・（財）21世紀職業財団と共催でジェフ
リーすずかにおいて「再就職準備セミ
ナー」を開催した。
セミナー名：～はじめの一歩やる気を引
き出すコーチング～（４回連続講座）
・女性の活躍サポート企画講座を開催し
た。
講座名：コトバの力で情報発信（５回連続
講座）

○

男女共同参画課

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(７名)によ
り，鈴鹿市男女共同参画推進条例の制
定記念を兼ねて平成１９年２月１０日・１１
日「ジェフリーふぇすた2007」を開催した。
（参加者６５０名）
・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，３９
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，２６名の出店を得た。

○

男女共同参画課

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。

○
・公募市民（５名）を編集員として協働で，
今・ima　vol17・18を発行した。

○

男女共同参画課

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４回委託した。
　　鼓ヶ浦公民館・庄野公民館（Agriロマ
ン鈴鹿）
　　箕田公民館・庄内小学校（CAPみえ）

○

施策の方向（4）

人材の育成

Ⅱ実施状況・・○実施できた
　　　　　　　　　△検討は行ったが実施には至らなかった
　　　　　　　　　×検討も実施も行わなかった

基本課題1

政策方針決定過程への女性の参画

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。
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男女共同参画課

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，８
事業についての事業費の補助，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

○

生涯学習課

家庭教育学級説明会で家庭教育学
級での男女共同参画の視点も取り
入れた人権講座の開催を働きかけ，
人権講座の開催数の増加を図る。

○
１２件実施

課題：魅力ある講座メニューの提供
○

スポーツ課

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。

○

市レベルの副会長職に２名の登用を図り
（昨年比　+１名），そのうち１名を三重県
体育指導委員協議会への派遣，さらに別
の女性体育指導委員１名を北勢地区体
育指導委員女性部に派遣しました。

○

障害福祉課

障害者支援の拡充のため，女性が
活躍できる機会や場の提供として人
材育成に関する各種講座等の広
報・啓発に努める。

○
三重県主催の障害者支援に関する講座
案内について，鈴鹿市広報等に掲載し，
広報・啓発に努めた

○

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

男女共同参画課
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。

○

・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。

○

男女共同参画課

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

○

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。
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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 

 

指標 男女共同参画意識の普及度（メルモニアンケート）  
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指標の説明 

・メルモニアンケートにおいて，性別による

固定的な役割分担意識の一つである『男は

仕事，女は家庭』という考え方について同

感しない，又はどちらかといえば同感しな

いと答えた人の割合 

目標値の説明 

・平成 16 年度のメルモニアンケートでは，

59.7％の人が同感しない，どちらかといえ

ば同感しないと回答しています。平成 20 年

度には，約 10％増の 70％を目指します。 

平成 1８年度値の説明 

・平成 18 年度のメルモニアンケートにおいて本市の男女共同参画意識の普及度は，54.3％で，

前年度比 2.1％増となっています。 

・男女別では，平成 16 年度のメルモニアンケートでは，男性で 48.7％，女性で 65.4％，平成

17 年度では，男性で 41.1％，女性で 58.1％の人が同感しない，どちらかといえば同感しない

と回答していましたが，平成 18 年度は，男性で 43.6％，女性で 62.3％の回答となっています。 

 

● 男女共同参画推進本部の評価 

(指標及び取組について) 

・平成 18 年 6 月の男女共同参画推進条例の制定後，条例制定イベントの開催や，各種会議や講

座等のあらゆる機会を捉えて周知・啓発活動の取組を行ってきた。意識の普及には,社会経済

情勢が大きく影響する。市民の意識が醸成されやすいタイミングや方策を探りながら,時事に

合った広報や学習機会の提供等により，継続的な啓発を行っていくことが重要である。 

 

目標値 

同感しない・どちらかといえば同感しない 

同感・どちらかといえば同感 
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Ⅳ今後の取組・・◎取組を強化していく
　　　　　　　　　　○計画どおりに推進していく
　　　　　　　　　　×取組について再検討を行う

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

男女共同参画課
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。

○
・審議会委員等への女性の登用が県下
で最低レベルであることを周知し，取組を
呼びかけている。

○

障害福祉課
市民に求める申請書類において，不
必要な性別記載等を見直す。

○
支援の不必要な申請者欄の性別記載を
無くした

○

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

人権政策課
地域において出前形式の人権啓発
講座を実施する。

○

・地区別人権尊重まちづくり講演会にお
いて，『心で感じてみませんか．．．』（講
師・立岡勇一）を３地区で開催した。講演
の中で，男女共同参画の視点を取り入れ
ている。

○

人権政策課

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。

○
・広報すずか３月５日号に掲載した『気持
ちよく生きること』の中で，女性の人権に
気付けることの大切さを伝えた。

○

男女共同参画課

広報すずかや鈴鹿市男女共同参画
情報紙,男女共同参画プラン普及版
等を利用し,啓発を行う。

○

・鈴鹿市男女共同参画推進条例パンフ
レットやクリアファイルなどの啓発物品を
作成し，イベントや講座等機会があるごと
に配布し，啓発を行った。

○

②　男児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。

平成18年度実施事業

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，必要に応じて見直します。

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

Ⅱ実施状況・・○実施できた
　　　　　　　　　△検討は行ったが実施には至らなかった
　　　　　　　　　×検討も実施も行わなかった
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施策の方向（２） 広報・啓発活動と生涯学習の充実 

 

指標 ジェフリーセミナー参加者の定員に対する充足率  
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指標の説明 

・男女共同参画社会を目指すための基礎講座

として開催しているジェフリーセミナーの

定員数に対する参加者人数の割合 

目標値の説明 

・セミナーの内容により定員数が異なるため，

定員に対する参加者の割合を指標にしてい

ます。 

・男女共同参画意識の普及に伴い，セミナー

への関心も高まってきています。平成 20 年

度には約 20％増の 70％を目指します。 

平成 1８年度値の説明 

・平成 18 年度に実施したセミナー（「見て・聞いて・考えて 私と防災」「子どもと一緒に蕎麦

うち体験講座」）では，定員数 120名に対し，72名の参加があり，充足率は，60％となってい

ます。 

 

● 男女共同参画推進本部の評価 

(指標及び取組について) 

・様々な広報媒体を活用し男女共同参画意識の啓発に努めているが，なかなか市民に実感として

伝わり難い。今後は，男女共同参画推進条例（平成 18 年 6 月施行）の周知を行っていくなか

で，より具体的に男女共同参画社会についての啓発に取り組んでいく。 

・学習機会の提供は，講座の内容によってはなかなか参加者が集まらない。広く市民の興味を引

く講座名や内容，参加しやすい環境設定，また，積極的な広報が必要である。 

 

目標値 
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Ⅳ今後の取組・・◎取組を強化していく
　　　　　　　　　　○計画どおりに推進していく
　　　　　　　　　　×取組について再検討を行う

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

人権政策課

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。

○
・広報すずか３月５日号に掲載した『気持
ちよく生きること』の中で，女性の人権に
気付けることの大切さを伝えた。

○

人権教育課

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。

○
３月号のコラム「気持ちよく生きること」
で，女性の人権,男女共同参画の視点の
記事を掲載した。

◎

人権政策課
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。

○
・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。

○

男女共同参画課
広報すずかを通して情報の提供を
行う。

○

・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。

○

男女共同参画課
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　vol17・18を発行し，情報の提供
を行った。

○

男女共同参画課
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。

○

・新たに鈴鹿市男女共同参画推進条例
パンフレットの掲載を行い，また，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。

○

男女共同参画課
鈴鹿市男女共同参画プラン・条例の
普及版を作成し，配布する。

○

・鈴鹿市男女共同参画推進条例パンフ
レットやクリアファイルなどの啓発物品を
作成し，イベントや講座等機会があるごと
に配布し，啓発を行った。

○

男女共同参画課

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106冊購
入し，充実を図った
･各種団体の活動チラシを積極的に設置
し，活動支援も兼ねて配布を行った

○

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。

平成18年度実施事業

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

Ⅱ実施状況・・○実施できた
　　　　　　　　　△検討は行ったが実施には至らなかった
　　　　　　　　　×検討も実施も行わなかった

施策の方向（2）

広報・啓発活動と生涯学習の充実
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担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

人権政策課

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。

○

・人権を考える市民のつどい，人権ふれ
あいコンサート，人権問題講演会におい
て，託児を設置したところ，申し込み人数
が増えてきている。
・参加の尐ない男性や，若い世代が参加
しやすいように，夜間開催に努めた。

課題：参加者が広がるように民児協や市
Ｐ連等の会合で周知依頼したい。

○

男女共同参画課

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。

○

＊映画「父と暮せば」上映会（入場者112
名）
＊ジェフリーセミナー「見て・聞いて・考え
て　私と防災」（参加者10名）
＊男性セミナー「子どもと一緒に蕎麦うち
体験講座」（参加者24名)
＊市民講座2006：絵本作家宮西達也講
演会「ウルトラパパの絵本と子育て」及び
原画展（参加者130名）
＊女性の活躍サポート企画講座　全4回
（受講生33名）
＊条例制定記念イベント・ジェフリーふぇ
すた2007（参加者650名）
【共催事業】
＊鈴亀地区男女共同参画地域づくり事
業（参加者160名）
＊21世紀職業財団共催事業：Re・Beワー
クセミナー「再就職準備セミナー～はじめ
の一歩やる気を引き出すコーチング～全
4回(受講生13名)
＊文化振興事業団共催事業：大型人形
劇　はらぺこあおむし（参加者759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

○

人権教育課

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。

○

幼稚園３園，小学校６校，中学校３校の
家庭教育学級講座において，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。

◎

人権教育課

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。

○
河曲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

◎

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。
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担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

生涯学習課

毎年度の事業計画策定時に地域生
涯学習事業，地区公民館事業，地
域にある団体との共催事業等に男
女共同参画の視点を入れた講座等
の開催を働きかけ，講座開催数の
増加を図る。(平成17年度現在：5館
で人権講座を開催)

○
１２件実施

課題：魅力ある講座メニューの提供
○

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

人事課
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。

○

新規採用職員研修において，男女共同
参画に関する90分の講義を組み入れ，
研修場所もジェフリーすずかで実施し，施
設見学と事業内容についても説明を受け
た。

○

人事課
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回は実施し
たが，その中に女性の人権等の内容の
研修を盛り込む検討は行ったものの実施
には至らなかった。

課題：人権リーダー養成講座の最終年と
なる１９年度には女性の人権等の研修を
盛り込むよう検討する。

×

男女共同参画課
人事課と連携し，男女共同参画に関
する研修を実施する。

○
・新規採用職員研修において男女共同参
画についての講座を行った

○

人事課 人権研修を実施する。 ○

平成１８年度の職員人権研修は７月に
「在日外国人の人権」と題して韓久氏の
講演を実施，また１月には露の新治氏に
よる「新ちゃんの人権噺」を実施した。

○

男女共同参画課
各部局の課長会等の場を利用し，
男女共同参画に関する研修を行う。

○

・男女共同参画推進本部会議において，
審議会等への女性委員の登用率の低さ
や鈴鹿市男女共同参画審議会からの答
申などを報告・審議し，その結果に基づ
き、推進本部員（部長）より各部局の課長
会等で周知・啓発を行った。

○

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。

③　男女共同参画に関する学習機会を提供し，公民館活動等の地域の自主的な取組を支援します。
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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 

 

指標 人権教育研修会参加者数  
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指標の説明 

・学校園における人権教育が充実され，教職

員の資質や実践力が向上することを目的と

して市内の教職員を対象に実施される人権

教育研修会への参加者数 

目標値の説明 

・平成20年度には，対象となる教職員数約1000

名のうち，おおよそ 8 割の参加を目指しま

す。 

平成 1８年度値の説明 

・より参加しやすいよう開催回数を増やすなどの工夫を行った結果，約 80 名の増加となってい

ます。 

 

● 男女共同参画推進本部の評価 

(指標及び取組について) 

・平成 1８年７月に「鈴鹿市人権保育基本方針」を策定し，人権保育のより一層の充実を図って

きた。 

・子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばすという視点に立った教育を行うためには，教職員や保

育士のエンパワメントが不可欠ある。今後も継続して研修を実施していく必要がある。 

 

目標値 
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Ⅳ今後の取組・・◎取組を強化していく
　　　　　　　　　　○計画どおりに推進していく
　　　　　　　　　　×取組について再検討を行う

担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

指導課

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。

○

幼児児童生徒一人一人の個性を重視
し，大切にされる指導方法等の工夫改善
に努めるよう，要請時等で指導助言し
た。

○

教育研究所

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。

○

夏季研修講座の中で，教職員対象とし
て，基礎学力向上の研修会「受動から能
動への転換をめざした生き生き算数授
業」，「国語指導」「算数指導」を実施し，
225名の参加があった。

◎

子育て支援課

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。

○

平成17年2月より策定を進めてきた｢鈴鹿
市人権保育基本方針｣が7月に完成し，
翌8月に市議会全員協議会，10月には鈴
鹿市同和行政委員会へ報告。
また，公・私立保育所職員への周知を図
るため，平成19年2月には，本基本方針
をテーマとした全体研修会を開催。
講師元大阪乳幼児教育センター
                               村田　鈴枝　氏

◎

平成18年度実施事業

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

Ⅱ実施状況・・○実施できた
　　　　　　　　　△検討は行ったが実施には至らなかった
　　　　　　　　　×検討も実施も行わなかった

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
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担当課 Ⅰ　実施計画に記載の取組の内容 Ⅱ実施状況 Ⅲ　平成18年度の具体的な取組の実績 Ⅳ今後の取組

子育て支援課
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公・私立保育
所へ発信し，参加を促した。
Ｈ１８年度子育て支援担当者研修会Ⅰ期
～Ⅲ期　｢地域で支える子育て｣他
Ｈ１８．１０　家庭教育講演会｢親と子の社
会力を育てる｣
Ｈ１８．１２　県育児支援者研修会｢出産
前後からの親子支援について｣
Ｈ１９．３　　いきいき親子フォローアップ
講座｢子どもと親子関係を理解するため
に｣

◎

学校教育課

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。

○

・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。

○

人権教育課
男女共同参画社会の実現に向けた
人権教育研修会を開催する。

○
８月の人権教育研修会で「気づきから行
動へ」の中で，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。

◎

教育研究所

人権教育課が実施する男女共同参
画社会の実現に向けた人権教育研
修会に協働する。

△
計画の見直し：人権教育課の事業に位置
付けられているため協働開催は行わな
い。実施計画から削除する。

×

教育研究所

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。

○

教育講演会として，教職員，保護者対象
として，基礎学力向上の研修会「学力と
人間力を育てる教育のあり方」を実施し，
769名の参加があった。

○

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。
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