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施策の方向（１） 市政への女性の参画拡充 

 

施策細目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枠の設定・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。 

 

人 事 課 

実施計画の内容 「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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

女性登用率が県内最低である旨を庁内に周知し，「審議会等の設置及び見

直しに関する要綱」に基づき事前協議を徹底するよう掲示した。 
事前協議時に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。 

その効果 各所属における認識が向上し，登用率が向上しつつある。 

問題点 審議会等の委員に充て職が多く，充て職であるがゆえに女性登用が進ま

ない状況がある。 

問題点への対策 事前協議時に充て職の状況を把握し，選任基準を改めるよう指導する。

今後の方向性 引き続き制度を周知し，事前協議を徹底することにより，登用率 30％以
上の目標達成に向け努力する。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
庁内の審議会，委員会等委員への女性登用率の実態調査を行ない現状を

把握した。また，委員選任の際の事前協議を行った。 

その効果 各課に女性登用についての認識をもってもらうことができた。 

 
問題点 

充て職で委員を選任にしている審議会等が多い。 
また，新規設置の審議会等では女性登用の傾向が徐々に高まっているが，

既設の審議会・また専門性が必要とされるものについては，進みにくい

ところがある。 

 
 
問題点への対策 

・女性委員の登用がなかなか進捗しない審議会等においては，審議会内

で女性委員の登用について話し合っていただく。 
・委員選任・更新の機会を捉えて，女性登用率を進めていっていただく

よう各課に働きかける。 
・専門性のある女性の人材探しを進める。 

今後の方向性 継続して取り組んでいく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 鈴鹿市男女共同参画推進条例に基づき設置す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。

目標達成のため

に講じた手段 
改選にあたって，引き続き男女の構成比が 50％になるよう努めた。 

その効果 引き続き 50％になった。 

 
問題点 

公募の方を除いて，ほとんどの方に再び委員就任を依頼し，お引き受け

いただいた。しかし，お引き受けいただけなかったときに備えておく必

要がある。 

問題点への対策 人材を探すとともに，人脈を築いておく。 
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今後の方向性 今後も委員選出の際に，この比率を維持していく。 

人 事 課 

実施計画の内容 鈴鹿市特別職報酬等審議会の女性委員登用を推進し，女性委員比率 30％
の早期達成に努める。 

目標達成のため

に講じた手段 
委員に対し，次期改選時に可能な限り，女性委員の推進をお願いしてい

る。 

その効果 平成 20年度は審議会を開催しなかったため，効果は表れなかった。 

問題点 審議会等の委員に充て職が多く，充て職であるがゆえに女性登用が進ま

ない状況がある。 

問題点への対策 委員の選定には可能な限りあて職を減らす。 

今後の方向性 問題点を改善し，女性委員の登用を推進していく。 

契約調達課 

実施計画の内容 鈴鹿市公正入札調査委員会の改選時に，女性委員の拡充に努め，登用率

30％以上を目指す。 

目標達成のため

に講じた手段 
平成 19年度で現行委員の任期が満了したため，適切な女性委員候補の選
出を行った。同時に，現行委員の継続について内諾を得た。 

その効果 女性 1名を含むすべての委員が，継続して委員となることを承諾した。
目標比率達成はできなかったが，現状比率は維持できた。 

 
問題点 

適切な女性委員の選定のための情報が少なく，女性識見者の選出が難し

い。任期は 2年であるが，継続を妨げる規定がなく，審議基準の継続性
を考えると，いたずらに委員を交代させることも問題であり，任期満了

に備えて，計画的に委員交代を行う必要がある。 

問題点への対策 平成 22年 3月の任期満了に備えて，適切な女性委員を選出できるよう，
あらゆる機会を捉えて識見者の人材情報を常に収集しておく。 

今後の方向性 女性委員の拡充について引き続き努力する。 

地 域 課 

実施計画の内容 住居表示実施の際の審議会の女性委員比率 30％の早期達成に努力する。

目標達成のため

に講じた手段 
改選にあたって，審議員を選出する各機関に男女共同参画プランの主旨

を説明し，女性委員比率が 30％以上になるよう依頼した。 

その効果 効果としては表れなかった。 

問題点 審議会の構成が充て職であるため，今後，各機関の長に女性が登用され

なければ登用は困難である。 

問題点への対策 男女共同参画プランの主旨を説明し，女性委員の比率が 30％以上になる
よう依頼する。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく 

人権政策課 

実施計画の内容 鈴鹿市同和資金貸付審査会委員の改選時に充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。 

目標達成のため

に講じた手段 
充て職に代わる選任方法や，新たな構成員等について検討を行った。 

その効果 検討の結果，充て職による選任を変更することができないため，委員会

の女性登用率を上げることは困難であった。 

 
問題点 

専任形態が，地域や関係機関等の代表者による充て職であり，役職者が

男性であることが多いため，結果的に委員会の女性登用比率が低い状態

である。 

問題点への対策 地域や関係機関等の代表者に対する女性比率が向上しないと，対策は困

難である。 

今後の方向性 今後，充て職者の女性登用比率が向上しない限り，女性登用率は低いま

まで推移していく。 

人権政策課 
 

実施計画の内容 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，充

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％目指す。 
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人権政策課 

目標達成のため

に講じた手段 
充て職に代わる選任方法や，新たな構成員等について検討を行った。 

その効果 検討の結果，充て職による選任を変更することができないため，委員会

の女性登用率を上げることは困難であった。 

 
問題点 

専任形態が，地域や関係機関等の代表者による充て職であり，役職者が

男性であることが多いため，結果的に委員会の女性登用比率が低い状態

である。 

問題点への対策 地域や関係機関等の代表者に対する女性比率が向上しないと，対策は困

難である。 

今後の方向性 今後，充て職者の女性登用比率が向上しない限り，女性登用率は低いま

まで推移していく。 

人権政策課 

実施計画の内容 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，充て職委員

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 

目標達成のため

に講じた手段 
充て職に代わる選任方法や，新たな構成員等について検討を行った。 

その効果 検討の結果，充て職による選任を変更することができないため，委員会

の女性登用率を上げることは困難であった。 

 
問題点 

専任形態が，地域や関係機関等の代表者による充て職であり，役職者が

男性であることが多いため，結果的に委員会の女性登用比率が低い状態

である。 

問題点への対策 地域や関係機関等の代表者に対する女性比率が向上しないと，対策は困

難である。 

今後の方向性 今後，充て職者の女性登用比率が向上しない限り，女性登用率は低いま

まで推移していく。 

人権政策課 

実施計画の内容 鈴鹿市玉垣会館運営委員会委員の改選時に，充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。 

目標達成のため

に講じた手段 
委員改選に関して，女性登用率が 30％以上となるよう配慮した。 

その効果 女性登用率は 31.57％と，目標を達成することができた。 

問題点 今後，女性登用率を更に向上できるかが課題である。 

問題点への対策 今後も委員改選に当たっては，できる限り女性登用率を向上できるよう，

配慮していく。 

今後の方向性 今後も女性登用率が 30％以上で推移していくと思われる。 

人権政策課 

実施計画の内容 
 

鈴鹿市玉垣児童センター運営委員会委員の改選時に，充て職委員の見直

し等を行い女性登用率を向上し，登用率 30％を目指す。 

目標達成のため

に講じた手段 
委員改選に関して，女性登用率が 30％以上となるよう配慮した。 

その効果 女性登用率は 31.57％と，目標を達成することができた。 

問題点 今後，女性登用率を更に向上できるかが課題である。 

問題点への対策 今後も委員改選に当たっては，できる限り女性登用率を向上できるよう，

配慮していく。 

今後の方向性 今後も女性登用率が 30％以上で推移していくと思われる。 

 
 
人権政策課 
 
 

実施計画の内容 
 

鈴鹿市人権擁護に関する審議会について，引き続き女性委員の登用を推

進する。（現在登用率 50％） 

目標達成のため

に講じた手段 
今回の委嘱においても，女性委員比率 30％以上を念頭において委嘱をし
た。 

その効果 あらゆる人権課題において，忌憚のない意見が出る。それにより事業の
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人権政策課 
 

活性化が期待できる。 

問題点 委員欠員時に，人材を探すことに苦慮する。 

問題点への対策 欠員が出た時のことを日頃から想定し，関係団体の連携を密にする。 

今後の方向性 今後も現在の男女比を維持していきたい。 

防災安全課 

実施計画の内容 
 

鈴鹿市暴力追放市民会議委員の改選時に，充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。 

目標達成のため

に講じた手段 
総会において，団体代表に女性選出について依頼を行った。 

その効果 女性委員比率を迅速に上げることは諸条件により困難と想定されるが，

各団体に問題意識を持ってもらうことができた。 

問題点 関係機関の代表者が事実上宛職として選任される。そのため市の自助努

力だけでは女性委員比率の向上は難しい。 

問題点への対策 関係機関の代表者について，女性委員登用について働きかけていく。 

今後の方向性 引き続き女性委員登用について各団体に働きかけていく。 

防災安全課 

実施計画の内容 
 

鈴鹿市交通安全都市推進協議会委員の改選時に，充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。 

目標達成のため

に講じた手段 
総会において，団体代表に女性選出について依頼を行った。 

その効果 女性委員比率を迅速に上げることは諸条件により困難と想定されるが，

各団体に問題意識を持ってもらうことができた。 

 
問題点 

鈴鹿市交通安全都市推進協議会については，鈴鹿市交通安全都市推進協

議会会則に基づき委員の委嘱がなされるが，その多くが官公庁，関係機

関，会社の代表者が事実上，充て職として選任される。そのため市の自

助努力だけでは女性委員比率の向上は難しい。 

問題点への対策 官公庁，関係機関，会社の代表について，女性委員登用について働きか

けていく。 

今後の方向性 引き続き女性委員登用について各団体に働きかけていく。 

防災安全課 

実施計画の内容 
 

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。 

目標達成のため

に講じた手段 
防災会議の委員については，鈴鹿市防災会議条例による定員が定められ

ており，委員に欠員等が生じた場合には，積極的に女性委員を選任する。

その効果 女性委員比率を迅速に上げることは諸条件により困難と想定されるが，

女性の視点に立った防災体制の整備，環境づくりを推し進めたい。 

 
問題点 

鈴鹿市防災会議については，鈴鹿市防災会議条例に基づき委員の委嘱が

なされるが，その多くが指定公共機関又は指定地方行政機関等から事実

上，充て職として選任される。また，定員についても，定めがあること

から，市の自助努力だけでは女性委員比率の向上は難しい。 

問題点への対策 指定公共機関又は指定地方行政機関等に対して，女性委員の登用を働き

かけていきたい。 

今後の方向性 委員に欠員等が生じた場合には，積極的に女性委員の選任に努めるとと

もに，関係機関に対して女性委員の選任の依頼も行っていきたい。また，

女性の視点にたった防災体制の整備に努める。 

 
 
図 書 館 
 
 

実施計画の内容 
 

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｡ 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市立図書館運営委員会委員 9名のうち女性委員を 3名登用し，女性
委員登用率 30％を維持できるよう努めた｡ 

その効果 鈴鹿市立図書館運営委員会女性委員を 3名登用し女性委員登用率 30％を
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図 書 館 
 

確保できた｡ 

問題点 該当なし。 

問題点への対策  
今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

生涯学習課 

実施計画の内容 鈴鹿市社会教育委員委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。 

目標達成のため

に講じた手段 
適材適所の委員選定に努める 

その効果 目標率を達成 

問題点 関係団体役員において女性登用率が低い 

問題点への対策 男女共同参画意識向上への啓発 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 

生涯学習課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
適材適所の委員選定に努める 

その効果 目標率を達成 

問題点 関係団体役員について女性登用率が低い 

問題点への対策 男女共同参画意識向上への啓発 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 

生涯学習課 

 
実施計画の内容 

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。 

目標達成のため

に講じた手段 
公募により取り組む 

その効果 積極参加が得られた 

問題点 公募女性委員の今後の確保 

問題点への対策 委員の役割や達成充実感などをＰＲ 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 

生涯学習課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
運営委員会への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

る 

その効果 引き続き働き掛ける必要がある 

問題点 地域コミュニティー組織への女性参画が少ない 

問題点への対策 男女共同参画意識向上への啓発 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 

生涯学習課 

 
実施計画の内容 

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。 

目標達成のため

に講じた手段 
各団体の役員への女性登用を働きかける 

その効果 引き続き働き掛けを行っていく必要がある 

問題点 団体により登用に格差がある 

問題点への対策 男女共同参画意識向上への啓発 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 

長寿社会課 実施計画の内容 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



基本課題１ 政策・方針決定過程への女性の参画 

6 
 

 
 
 
長寿社会課 
 

登用率 30％以上を維持するように努める。 

目標達成のため

に講じた手段 
改選にあたって，女性委員の率が上がるよう識見者に依頼した。 

その効果 女性委員登用率が 40％になった。 

問題点 今後も，女性登用率 30％以上を維持していく。 

問題点への対策 あらゆる機会を捉えて識見者の人材情報を常に収集しておく。また，い

つでも依頼できる関係づくりをしておく。 

今後の方向性 今後もこの比率を維持していく。 

障害福祉課 

実施計画の内容 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｡ 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市障害者施策推進協議会の委員数を増加するとともに，改選時に女

性委員を選出していただくよう各種団体に依頼した。 

その効果 平成 19年度に比べ，女性委員が２名増加したものの，女性委員比率は
28％だった。 

問題点 各種団体に属しているのは男性が多い為，女性委員を選出していただく

よう依頼しても選出されないことが多い。 

問題点への対策 市民公募枠が２名あるので，女性に募集の呼びかけをしていく。 

今後の方向性 各種団体に粘り強く，女性委員選出について依頼を行う 

保険年金課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
平成 20年５月改選にあたり被保険者を代表する委員として女性２名の
新任をした。 

その効果 委員 12名のうち女性委員が４名となり比率 33％となっている。 

問題点 被保険者を代表する委員以外は,充て職であり,各団体から推薦をいただ
いているが,女性委員の比率が小さい。 

問題点への対策 各団体への推薦依頼のときに女性委員の登用への配慮をお願いしてい

く。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

健康づくり

課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
充て職の委員の一人である三重県保健福祉事務所長に女性が着任したた

め，現在は目標を達成している。 

その効果 充て職の委員に女性が着任したため，現在は目標を達成している。 

問題点 三重県保健福祉事務所長に男性が着任した場合は目標を下回る。 

問題点への対策 充て職以外の女性委員を登用することに努める。 

今後の方向性 継続して実施していく 

健康づくり

課 

実施計画の内容 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 

目標達成のため

に講じた手段 
現在，充て職含め女性委員は 29.4％であり，充て職以外の市民代表は女
性を登用。改選の機会なし  

その効果 約 30％に達している。 

問題点 充て職に代わる選任方法や，新たな構成員等について検討を行った。 

問題点への対策 地元有識者代表に女性委員を登用できるよう，関係づくりに努める。 

今後の方向性 継続して実施していく 

 
 
産業政策課 
 
 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
同委員会に女性委員（1名）を登用した。 

その効果 雇用機会の確保に関し，女性の立場での発言を得ることができた。 

問題点 同委員会は地域や関係機関等が施設の運営を審議する場であることか
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産業政策課 
 
 

ら，地元自治会長，有識者等による委員構成が望ましく，充て職にて委

員選任しているため，女性登用方法が必ずしもはかれない。 

問題点への対策 充て職以外の地元有識者代表に女性委員を登用することに努める。 

今後の方向性 充て職以外の委員に，地元有識者代表として女性委員を 1名登用してお
り，今後も可能な限り継続を図る。 

都市計画課 

 
実施計画の内容 

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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

「鈴鹿市都市計画審議会組織及び運営要領」の運用の見直しを行い，3
号委員（関係行政機関職員）の選任を廃止して市に選任権のある 1号委
員（特に学識経験者）からの選出枠を増やし，女性委員１名を新たに登

用した。 

 
その効果 

女性委員が 2名から 3名になったことにより，1号委員の女性委員比率
30％を達成することができた。併せて，審議会全体における女性委員比
率が 13.3％から 20.0％となった。 

 
問題点 

市に選任権のある学識経験者は，女性委員登用率 30％以上を満たしてい
るが，市議会議員は役員改選により選任委員が決定されてしまうため，

その中の女性議員の有無により比率が左右される。 

 
問題点への対策 

委員の選任を依頼している組織から女性委員の推薦をもらうことは難し

いので，今後も審議会の運用を見直し，自由に選任できる委員の比率を

増やすことが必要である。 

今後の方向性 女性比率 30％の達成を目指し，継続して取り組みを実施していく。 

建築指導課 

実施計画の内容 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

登用率を維持するよう努める。 

目標達成のため

に講じた手段 
改選時において，現在の女性登用率を維持するよう努めた。 

その効果 審議会委員 5名中，2名の女性委員を確保し，女性登用率４０％を達成
した。 

問題点  
問題点への対策  
今後の方向性 現女性登用率を維持するよう努める。 

建築指導課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
委員改選時に女性委員を 1名増加して登用した。 

その効果 委員 7名中，女性委員が 1名から 2名となり，登用率が 29％となった。

問題点 当該委員は，専門分野からの登用が必要であることから，女性委員の登

用が分野によっては困難である。 

問題点への対策 他の分野に比べて，女性が比較的多い分野は，積極的に女性を登用する。

今後の方向性 改選時に可能な限り女性を登用する。 

 
 
 
学校教育課 
 
 
 
 

実施計画の内容 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。 

 
 
目標達成のため

に講じた手段 

平成 20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
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学校教育課 
 

参加しています。 

その効果 女性委員比率 30％を達成している。 

問題点 現在のところ特になし 

問題点への対策 現在のところ特になし 

今後の方向性 取り組みを継続していく。 

学校教育課 

実施計画の内容 鈴鹿市ランチサービス事業推進委員会委員の充て職委員を見直し，女性

登用を進め，女性委員比率 30％の早期達成に努める。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

委員会の委員数９名のうち３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，

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２名と栄養教諭１名の３名が女性として委員に

参加しております。 

その効果 平成１８年度より１名の増となった。 

問題点 現在のところ特になし 

問題点への対策 現在のところ特になし 

今後の方向性 平成 20年度においても，女性委員比率３０％を達成していることから，
継続して実施していく。 

教育研究所 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
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。 

その効果 委員選出の結果，３０％の女性委員比率となった。 

問題点 目標は達成できたが，辛うじて達成できたという状態である。 

問題点への対策 趣旨説明をして理解を求め，より多くの女性候補の選出に向けて取り組

む。 

今後の方向性 今後も関係団体に働きかけ，より多くの女性候補の選出に努める。 

教育研究所 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
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する際に，

女性委員の登用に努めた。 

その効果 委員選出の結果，68％の女性委員比率となった。 

問題点 目標は達成されているが，今後もこの比率を維持できるようにする。 

問題点への対策 積極的な女性委員の登用に努める。 

今後の方向性 今後も積極的に女性委員を登用し，現在の委員比率の維持に努める。 

 

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。 

 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
男女共同参画プラン改定版を，ジェフリーすずかホームページに掲載し

ている。  

その効果 条例や男女共同参画施策の大切さについて周知できた。 

問題点 ・普及版は作成できていない。 
・ホームページを見ている人は少ない。 

問題点への対策 次期基本計画策定の際には，普及版を作成する。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 
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男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

・情報紙「今・ima」にて，「スポーツと女性」という特集を組み，暦年
オリンピックにおいて活躍した女性選手を広く紹介した。 
・ホームページにて，他自治体の活動情報等をリンクしている。 
・出前講座，新規採用職員研修などにおいて，先進諸国のデータを示し，

解説を行った。 

その効果 情報紙等を通じて鈴鹿市以外の男女共同参画についての取り組みを広く

周知できた。 

問題点 情報紙「今・ima」の発行回数が年２回と少なく紙面が限られているこ
とからも，発信できる情報が限られる。       

問題点への対策 情報提供のツールを情報紙に限らず，あらゆるツールを用いて行ってい

く。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。

目標達成のため

に講じた手段 
審議会等女性登用の必要性について，政策幹部会議（男女共同参画推進

本部会議）を通じて周知した。また，出前講座等の場で，鈴鹿市の現状

の説明等を行い，啓発を行った。 

その効果 政策幹部会議で周知したことにより，庁内の新規の審議会等では女性委

員の登用に努めてもらっている。 

 
問題点 

各種会合等の時間の一部を利用して女性参画を訴えるためには，男女共

同参画の必要性を簡潔にわかりやすく伝える必要がある。しかし，まだ

まだ取り組みの途上にあり，達成できていない。 

問題点への対策 ビデオやクイズなど，初心者にもわかりやすい手段で，機会あるごとに

男女共同参画の必要性をＰＲしていく。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
（財）２１世紀職業財団と連携し，「再就職準備セミナー」を開催した。

また，女性の社会進出をテーマとする映画の上映会を開催した。 

 
その効果 

・講義だけでなく，面接も行うなど，丁寧に就職支援をすることができ

た。 
・映画というツールを使うことにより，今まで男女共同参画に関心のな

かった方にも参加していただくことができた。 

問題点 女性の社会進出は特に重要なテーマであり，さらに力を入れて実施して

いく必要がある。 

問題点への対策 再就職準備セミナーや映画上映会に加え，市民団体に委託・協力して，

社会進出につながる連続講座を開催する。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 
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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 

 

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。 

 

人 事 課 

実施計画の内容 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。

目標達成のため

に講じた手段 
管理職員を対象に目標管理を中心とした人事評価制度の試行を実施し

た。 

その効果 現在，試行中であるがシステム化実現すれば性別にかかわらず，公平・

公正で客観的な評価が期待できる。 

問題点 評価に対する公平性，公正性，透明性及び客観性の確保が課題である。

問題点への対策 評価者研修を開催することにより評価者のレベルアップを図る。 

今後の方向性 将来的には一般職にまで対象を広げて実施する予定ではあるが，当分の

間，管理職試行を実施しながらシステムの簡素化を図る。 

 
施策細目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。 

 

人 事 課 

実施計画の内容 能力と適性に応じて，積極的に女性管理職の登用を図る。 

目標達成のため

に講じた手段 
人事異動において能力と適性に応じた積極的な女性管理職の登用に努め

た。 

その効果 退職により部長級女性職員の比率は減少したが，課長級職員の比率は

14.2％から 14.5％に上昇した。 

問題点 限られた人材の中で，単純に登用率だけを上昇させることには限界があ

る。 

問題点への対策 人材育成により優秀な女性管理職の育成を図るとともに，数値にとらわ

れない適正な登用を図る。 

今後の方向性 引き続き能力と適性に応じた女性管理職の登用に努める。 

人 事 課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
個々の職員の能力・適正を再度見極め，これまで女性職員の配置がなか

った職場への配置が可能かどうかを検討した。 

 
その効果 

H214.1人事異動に際し，財政課財政 G，防災安全課防災 Gに各々1名女
性職員を配置した。また，女性初の消防士を 1名採用した。 

問題点 依然として男女比に偏りのある職場が存在している。 

問題点への対策 引き続き職域の拡大に努める。 

今後の方向性 業務への適性に配慮しつつ女性職員の配置を推進していく。 

 
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。 

 

人 事 課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市人材育成基本方針に基づき研修を計画した。 
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その効果 職員が主体的に研修に参加することにより自己啓発を促す。 

問題点 各職場における事務量が増加し，職員が日々の日常業務に追われる。 

問題点への対策 職員が主体的に研修に参加できる職場環境づくりに努める。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

人 事 課 

 
実施計画の内容 

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。 

目標達成のため

に講じた手段 
女性職員の能力向上を目的とした様々な研修の周知を行った。 

その効果 女性職員が研修に参加する比率が高まっており，能力の向上に繋がって

いる。 

問題点 研修への参加率について，依然として男女の偏りが存在している。 

問題点への対策 女性職員が研修に参加する比率をさらに高めるために，研修の周知に努

める。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

人 事 課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
女性職員の能力向上を目的とした研修を周知し，「パワーアップ女性管理

職」「はばたけ女性リーダー」「地方自治体助成職員交流研究会」等の研

修に職員を派遣した。 

その効果 女性職員の意識改革及び能力の向上につながった。 

問題点 女性職員の積極的な研修参加をさらに推進する必要がある。 

問題点への対策 研修機会の周知を積極的に行う。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

人 事 課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
宿泊を伴う長期研修等により能力向上した女性職員を把握し，職場配置

に努めた。 

その効果 各職場において能力が発揮されている。 

問題点 依然として男女比に偏りのある職場が存在している。 

問題点への対策 女性職員の研修参加を呼びかけ，業務への適正に配慮した職場配置を推

進する。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

 
施策細目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。

 

学校教育課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
校長・教頭登用試験に向けての研修会開催等により，サポートを実施し

ている。 

 
その効果 

平成 20年度小中学校長 40名中，女性は 3名，同教頭は 10名。 
平成 19年度と比較すると，校長は 2名減，教頭は 2名増で，合わせると
増減なし。 

問題点 管理職登用試験の受験については，最終的に本人の意向により決定され

る。 

問題点への対策 女性管理職をめざす意欲がわくよう，サポート体制を整える。 

今後の方向性 今後も取り組みを継続していく。 
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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 

 
 
施策細目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。 

 

産業政策課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
企業訪問時や企業交流会開催時において，女性参画促進についての広報，

啓発を行った。また，工業振興条例の工場設置奨励金等の交付申請に際

し，従業員男女比率を把握する中で女性参画促進について取り上げた。

その効果 女性が要職に就いている企業の割合は年々多くなっている印象である。

問題点 企業経営戦略上こういった比率は変動するので，企業そのものに女性登

用の意識をいかにもたせるかが課題である。 

問題点への対策 地道な啓発に努める。 

今後の方向性 会合等を利用した啓発を継続的に実施する。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 所管課と連携をとりながら，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啓発を進める。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

「男女がいきいきと働いている企業」三重県知事表彰制度に応募するよ

う，企業訪問をするとともに，産業政策課と連携して商工会議所を訪問

し，表彰制度に該当しそうな企業の情報提供を求めた。また，広報すず

かでも制度の周知をはかった。 

その効果 女性の参画が求められていることを企業に知っていただくことができ

た。 

問題点 訪問できた企業数が 5社と少なかった。 

問題点への対策 1 社でも訪問数を増やすとともに，ホームページ，テレビ広報，ラジオ
広報という媒体を新たに使って制度の周知を更に図っていく。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
男女共同参画プラン改定版を，ジェフリーすずかホームページに掲載し

ている。  

その効果 条例や男女共同参画施策の大切さについて周知できた。 

問題点 普及版は作成できていない。 
ホームページを見ている人は少ない。 

問題点への対策 次期基本計画策定の際には，普及版を作成する。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

 

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。 

 

 
 
地 域 課 
 
 

実施計画の内容 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。

目標達成のため

に講じた手段 
平成 20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。 

その効果  
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地 域 課 
      

問題点  
問題点への対策  
今後の方向性  

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
出前講座や農村漁村女性アドバイザー連携会議，子育てコーディネート

会議において女性の社会への参加促進の必要性など鈴鹿市の取り組みに

ついて周知を行った。 

その効果 男女共同参画の大切さについて広く周知された。 

問題点 出前講座の実施回数が少ない。 

問題点への対策 もっと出前講座を実施していることを広報し，出前講座の実施回数を増

やしていく。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

生涯学習課 

 
実施計画の内容 

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％) 

目標達成のため

に講じた手段 
運営委員会への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

る 

その効果 引き続き働き掛ける必要がある 

問題点 地域コミュニティー組織への女性参画が少ない 

問題点への対策 男女共同参画意識向上への啓発 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 

生涯学習課 

実施計画の内容 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
に啓発する。 
(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％) 

目標達成のため

に講じた手段 
各団体の役員への女性登用を働きかける 

その効果 引き続き働き掛けを行っていく必要がある 

問題点 団体により登用に格差がある 

問題点への対策 男女共同参画意識向上への啓発 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 

商業観光課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市商業団体連合会や各商店街の会議等の場で趣旨説明と協力依頼を

実施。 

その効果 特になし 

問題点 ほとんどの役員が個店の商店主であることから男性に偏重する傾向があ

る。 

問題点への対策 女将さんの会等女性中心の会を組織し，その会と本部の会の連絡調整を

促す。 

今後の方向性 女性の会の結成 
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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。 

 

地 域 課 

実施計画の内容 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。

目標達成のため

に講じた手段 
・地域づくり講演会 講師に，全国各地の地域活動を自分の目で見てき

た，元 NHKアナウンサーの堀尾正明さんを迎えて，「明日のまちづく
りを考えるシンポジウム」を開催。 

・土曜講座 地域リーダー等人材育成のために，「今，なぜ地域づくりが

必要なのか！」をテーマに，講師に四日市大学総合政策学部准教授の

小林慶太郎さんを迎え，全２３地区の地域組織の役員を対象にワーク

ショップ形式の講座を開催。 
・NPO支援講座 市民活動の活性化のために，中間支援団体と協働で「つ
どい，つながり，そして未来へⅢ」を開催。 

その効果 地域組織の役員や，市民活動団体には，地域づくりの必要が徐々にでは

あるが浸透してきている。 

問題点 まだまだ一般市民の方には理解されにくく，参加者の年齢層にも偏りが

ある。 

問題点への対策 地域づくりのキーマンを発掘し育てていけるように，地区市民センター

や公民館と連携して，誰もが気軽に参加できて楽しく学べるような講座

を開催する。 

今後の方向性 すぐに効果が出るものではないので，今後も継続して実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 エンパワーゼミを開催し，人材の育成を行う。 

目標達成のため

に講じた手段 
5 回連続講座として「男女共同参画勉強会」を開催した。広く市民から
受講者を募集しつつも，平成 20年に立ち上げたジェフリーサークルのメ
ンバーを主な対象として企画した。 

 
その効果 

ジェフリーサークルの方が今後活動していくために，鈴鹿市男女共同参

画推進条例やメディアリテラシー，さらに市民団体活動を維持・継続す

るために必要なことなどを学んでいただいた。また，この講座を通して

ジェフリーサークルに加入された方もみえた。 

問題点 エンパワーゼミ後の活動を継続していただくことが容易でない。 

問題点への対策 あせらずに，楽しんでいただきながら活動をすることによって，継続を

図る。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく 

 
 
 
 
男女共同参

画課 
 
 
 
 

実施計画の内容 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｡ 

 
目標達成のため

に講じた手段 

・公募市民による実行委員会（6名）により，平成 21年 2月 7日・8日
に｢ジェフリーふぇすた 2009｣を開催した。（参加者 528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，34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，42店の出店があった。 

 
その効果 

ジェフリーふぇすた実行委員会に新しいメンバーが加わり，年々内容が

充実してきた。また，手作り作品出展者同士の交流も活発に行われ，販

売活動を考える場として役立っている。 
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男女共同参

画課 
 

問題点 実行委員会委員は負担が大きく，なかなか新規の応募がない。 

問題点への対策 ジェフリーすずか登録団体に当日のボランティアスタッフだけでなく，

実行委員会と共に企画などにも参加してもらう。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
公募市民委員（５名）を編集員として，協働で「今・ｉｍａ」Vol．21・
22を発行した。 

 
その効果 

編集会議を通じ，議論を重ねる中で，編集委員が男女共同参画に関心を

深めた。また，市民の目線で企画・編集を行うことによって，市民にわ

かりやすく身近な情報紙を作成することができた。 

問題点 編集委員への応募が少ない。 

問題点への対策 男女共同参画に関心のある人材育成を進め，情報紙の編集への興味を持

ってもらう。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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｡ 

 
目標達成のため

に講じた手段 

二つの団体に対し，出前講座を 5回委託した 
（委託先団体） 
Agriロマン鈴鹿 … 玉垣小学校，栄公民館，椿公民館，庄内公民館 
CAPみえ     … 栄小学校 

 
その効果 

・登録団体の活動支援になった 
・職員では提供できない講座内容を市民に提供できた 
・市民への男女共同参画意識の普及になった 

 
問題点 

出前講座の時間の一部を利用して鈴鹿市の男女共同参画の取り組みを説

明するため，取れる時間も短い。簡潔に分かりやすく伝える必要がある

が，なかなかできていない。 

問題点への対策 男女共同参画の初心者向けの教材を作成し，分かりやすく伝える 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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｡ 

 
目標達成のため

に講じた手段 

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，プレゼンテーション審査を行い，5 事業について事業の補助，場所
の提供，広報等による支援を行った。また，市民企画支援事業の実施内

容について，ジェフリーふぇすたにおいて発表する場を設けた。 

 
その効果 

市民活動団体が事業の実施経験を積むことにより，活動の活性化，人材

の育成が行われた。また，様々な団体による事業の実施により幅広いテ

ーマの事業が実施され，市民への男女共同参画意識の普及になった。 

問題点 事業経験を積んだ市民活動団体に対し，それぞれの分野で委託事業等の

出口事業の提供がない。 

問題点への対策 市民企画支援事業の経験団体に男女共同参画を推進する事業を委託す

る。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく 

 
生涯学習課 
 
 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
家庭教育学級説明会において講師紹介を行う。 
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生涯学習課 
 

その効果 13件実施 

問題点 学級開催のための費用確保 

問題点への対策 国の方針変更により委託料が見込めないため他の財源措置を模索。 

今後の方向性 財源措置と併せて検討 

スポーツ課 

 
実施計画の内容 

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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

市レベルの副会長職に２名の登用を図り，そのうち１名を三重県体育指

導委員協議会へ，２名を北勢体育指導委員連絡協議会へ派遣した。さら

に，別の女性体育指導委員１名を三重県体育指導委員協議会女性部，及

び北勢体育指導委員連絡協議会女性部に派遣した。 

 
その効果 

女性が能力を発揮し活躍できる場を提供することによって，体育指導委

員としての資質向上と，男女共同参画に関する意識を高めることができ

た。 

問題点 地域レベルにおいて女性体育指導委員の登用率が低い。 

問題点への対策 体育指導委員の選出，推薦は，地域レベルで決定するため，地域への男

女共同参画への働きかけが必要である。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

障害福祉課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
各種障害団体が開催する講座・研修会等の案内チラシを窓口に設置し，

来庁者の目に触れやすいように掲示したり，持ち帰りやすいように設置

した。 

その効果 学習や研修機会等の情報提供を行うことで，女性の活躍できる場の啓発

ができた。 

問題点 なし 

問題点への対策 なし 

今後の方向性 継続して実施していく 

 

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。 

 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

地域課が開設している市民活動情報サイトに情報を掲載しているジェフ

リーすずかの登録団体については，ジェフリーすずかホームページに掲

載している登録団体一覧との間にリンクをはった。また，登録団体の交

流や市民への活動情報提供のための名簿を作成した。 

その効果 登録団体の名簿の作成により，グループ間の情報収集が可能になった。

問題点 名簿だけでは，それぞれの団体がどのような活動をしているのか分かり

にくい。 

問題点への対策 希望する登録団体については，ジェフリーすずか内の掲示板に団体紹介

のポスターを常時展示してもらう。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく 

 
男女共同参

画課 
 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
登録団体会議を開催した 



施策の方向（４） 人材の育成 

   17 
 

 
男女共同参

画課 
 

その効果 登録団体・グループ同士の交流が図れた。 

問題点 年に１度の会議だけでは，グループ同士の交流が深まらない。 

問題点への対策 登録団体がジェフリーふぇすたに関わりやすい環境を作り，ジェフリー

ふぇすたに向けた活動の中で登録団体同士の交流を深めてもらう。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく 
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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 

 
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。 

 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
常に，各種施策を男女共同参画の視点で見るよう心がけ，問題を見逃さ

ないようにした。 

その効果 特に問題は見つからなかった。 

問題点 市役所から離れたジェフリーすずかにいると，他の所属の施策が見えに

くく感じられる。 

問題点への対策 広報すずかや，総合計画の内容に注目していくことを通して，情報収集

をしていく。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

障害福祉課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
申請書類の見直し時に，申請者（利用者を特定する場合を除く）欄の性

別記載を無くしている 

その効果 市民意識の中で「性別記入の必要性」という意識が薄れていると感じる

問題点 なし 

問題点への対策 なし 

今後の方向性 継続して実施していく 

 

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。 

 

人権政策課 

実施計画の内容 地域において出前形式の人権啓発講座を実施する。 

目標達成のため

に講じた手段 
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 4 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。 

その効果 今後に各地区における啓発の自主的な推進に効果が期待される 

問題点 現在１２地区で開催されているので，講師の選定，内容等の吟味に苦慮

しています。 

問題点への対策 他の市町の取組を参考にしたり，講演会に積極的に参加し講師などを選

定する。 

今後の方向性 開催地区を積極的に増やしていきたい。 

人権政策課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
10月 5日号の特集号において男女共同参画社会基本法を取り上げた。 

その効果 人権問題に関する市民意識の結果から，男女共同参画社会基本法の認知

度を掲載することにより，市民に現状を知らせることができた。 

問題点 男女共同参画の視点と女性の人権の視点は両者とも似て非なるものであ

り，コラムでどこまで踏み込んで書けるのか苦慮するところである。 

問題点への対策 男女共同参画課と人権政策課が連絡を密にとり，協力すべきところ，お
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互いに学習するところを理解し合う。 

今後の方向性 女性の人権の話題を積極的に取り入れて行きたい。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
男女共同参画情報紙「今・ｉｍａ」Vol．21・22 を発行した。また，広
報すずかに，「三重県内 3 館＆2 市連携映画祭 2008」や「市民企画支援
事業募集」などの記事を掲載した。 

その効果 ジェフリーすずかの事業状況や男女共同参画の考え方・必要性等につい

て広く周知された。 

問題点 男女共同参画情報誌「今・ｉｍａ」については，発行回数・紙面が限ら

れており，多くの情報を盛り込むことはできない。 

問題点への対策 あらゆる機会をとらえて，メディア媒体を通じて啓発を行っていく。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 
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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。 

 

人権政策課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
10月 5日号の特集号において男女共同参画社会基本法を取り上げた。 

その効果 人権問題に関する市民意識の結果から，男女共同参画社会基本法の認知

度を掲載することにより，市民に現状を理解させることができた。 

問題点 男女共同参画の視点と女性の人権の視点は両者とも似て非なるものであ

り，コラムでどこまで踏み込んで書けるのか苦慮するところである。 

問題点への対策 男女共同参画課と人権政策課が連絡を密にとり，協力すべきところ，お

互いに学習するところを理解し合う。 

今後の方向性 女性の人権の話題を積極的に取り入れて行きたい。 

人権教育課 

実施計画の内容 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 

目標達成のため

に講じた手段 
特になし。 
（平成 20年度は，人権政策課の方で，女性の人権・男女共同参画社会を
テーマした記事を掲載した。） 

その効果  
問題点  
問題点への対策  
今後の方向性 継続して実施していく。 

人権政策課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
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。 

その効果 日常生活の中で手帳を使うという，何気ない行為から情報提供できる 

問題点 啓発のための冊子，手帳，カレンダー，物品等を作成をしても配布数が

限られてくる。 

問題点への対策 予算措置等の見直しにより増刷するなど，配布の拡充に努める。 

今後の方向性 啓発物については内容，配布方法を吟味し，より効果の高い方法を探っ

ていきたい。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 広報すずかを通して情報の提供を行う。 

目標達成のため

に講じた手段 
ジェフリーすずかをアピールする約 10分間の番組を制作し，ケーブルネ
ット鈴鹿の番組「テレビ広報」で放送した。 

その効果 男女共同参画やジェフリーすずかについて広く周知された。 

問題点 平成 21年 3月にＦＭ放送を開始した株式会社鈴鹿メディアパークを，ま
だ活用できていない。また，平成 19度に広報すずかで特集として男女共
同参画を取り上げてもらったが，平成 20年度は取り上げられていない。

問題点への対策 番組「ラジオ広報」の中で，男女共同参画の事業について，積極的に情

報提供を行っていく。また，平成 22年度に，広報すずかで再び特集して
もらうように準備をしていく。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 
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男女共同参

画課 

実施計画の内容 男女共同参画情報紙(今・ima)を発行し，情報の提供を行う。 

目標達成のため

に講じた手段 
市民から募集した編集委員と協働し，男女共同参画情報紙「今・ｉｍａ」

の Vol．21・22を発行した。                    

【テーマ】Vol．21 スポーツと女性  Vol．22 今日から二人暮らし
～仲良く幸せに暮らしたい～  

その効果 ジェフリーすずかで開催される事業や男女共同参画の大切さについて，

広く周知された。 

問題点 発行部数の関係上，自治会回覧と窓口配布としているため，情報が広く

浸透しないことが考えられる。 

問題点への対策 編集委員と協働し，市民が手にとって見てもらいやすいテーマ選び，レ

イアウトを心がける。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

ジェフリーすずかのホームページ以外にも，インターネット上には，「三

重県男女共同参画センター」や「21世紀職業財団」など有用なサイトが
たくさんあるので，それらのサイトへ繋ぐためのリンク集ページを作成

した。 

その効果 有用な情報をより入手しやすい環境になった。 

問題点 ジェフリーすずかの利用方法について，あまり詳しいことまで書かれて

いない。 

問題点への対策 よくある問い合わせについてまとめた「よくある質問」ページを作成す

る。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市男女共同参画推進条例のパンフレットを，講演会や講座，イベン

ト会場等あらゆる機会を捉えて配布した。 

その効果 条例や男女共同参画の大切さが，広く周知された。 

問題点 現在の男女共同参画プランの普及版が作成できていない。 

問題点への対策 計画期間が平成 22年度から始まる男女共同参画基本計画について，普及
版を作成する。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
図書を新たに購入した。その際，男女共同参画に関心を持つきっかけと

なるようなものを取り交ぜるようにした。また，ジェフリーすずかにお

いて，各種団体の活動チラシを積極的に設置し，活動支援を兼ねて配布

を行った。 

その効果 図書コーナーの利用登録者が増えている。 

問題点 図書コーナーがジェフリーすずかにあり，貸出しを行っていることが広

く周知されていない。 

問題点への対策 図書コーナーの存在について，情報紙やホームページ等で広報していく。

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく 
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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，これまで参加の少ない男性や

若い世代が参加しやすいように努めます。 

 

人権政策課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

・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。 
・参加の少ない男性や，若い世代が参加しやすいように，夜間開催に努

めた。 

その効果 各事業において子育ての年齢層の参加が増えている。 

問題点 お子さんを預かるので安全対策に苦慮する。 

問題点への対策 託児場所の選定や委託先を吟味し，安全で預けて保護者が安心できる方

法を模索します。 

今後の方向性 今後も各事業において託児場所を積極的に設置します。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
「お父さんと一緒に腕まくり」と題して，親子で一緒に料理をし，さら

に父親だけでワークショップをする講座を，夏休みの土曜日に開催した。

その効果 男性に料理の楽しさや，子どもと遊ぶ楽しさ，また，ワーク・ライフ・

バランスの大切さを知っていただいた。 

問題点 定員を上回る応募があり，抽選の結果参加できない方がみえた。 

問題点への対策 実施方法を工夫して，参加できる人数を増やす。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

人権教育課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
２つの校園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，５０名が参加した。 

その効果 参加者のほとんどは女性であり，女性側からの視点で，男女共同参画社

会実現に向けての活発な意見交換ができた。 

問題点 家庭教育学級において人権教育講座を開催していただく校園がまだまだ

少ない。 

問題点への対策 校園を訪問するときなど，機会のあるごとに，家庭教育学級における人

権教育講座の開催依頼をしていく。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

人権教育課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
１つの公民館で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，３９名が参加した。 

その効果 参加者には，高齢者の方が多かったが，高齢者の方々にも男女共同参画

社会の大切を理解してもらうことができた。 

問題点 人権教育講座のテーマとして，「男女共同参画社会の実現に向けて」に関

する要望が少ない。 

問題点への対策 来年度は，人権教育講座の中身を「身近な生活の中から人権を考える～

男女ともに生きるの視点から～」にかえて公民館等へ発信していく。 

今後の方向性 公民館人権セミナー出張事業は，平成２１年度をもって終了する。 
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施策細目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。 

 

生涯学習課 

 
実施計画の内容 

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) 

目標達成のため

に講じた手段 
公民館事務説明会にて講師を紹介する 

その効果 公民館の 3館で男女共同参画講座を，6館で人権講座を実施 

問題点 さらに多くの公民館で実施 

問題点への対策 男女共同参画意識向上への啓発と講師ＰＲ 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 

 

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。 

 

人 事 課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
新規採用職員研修において，男女共同参画に関する９０分間の講義を組

み入れた。また研修場所もジェフリーすずかで実施し，施設見学と事業

内容について説明を受けた。 

その効果 新規採用職員が男女共同参画への認識を得ることができた。 

問題点 新規採用職員研修終了後，新規採用職員が男女共同参画の認識を得る機

会が少ない。 

問題点への対策 各職場の男女共同参画推進員の働きかけにより，新規採用職員が男女共

同参画の認識を充実させる。 

今後の方向性 研修の機会を充実していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 人事課と連携し，男女共同参画に関する研修を実施する。 

目標達成のため

に講じた手段 
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。ま

た，各所属に男女共同参画推進委員を設置し，研修及び情報の提供を行

った。 

その効果 庁内職員の男女共同参画に関する意識が高まった。  

問題点 研修は実施したが，それ以外にも男女共同参画に関する情報提供を行う

べきだった。 

問題点への対策 推進員を通して全職員に男女共同参画に関する情報提供をするととも

に，男女共同参画に関する問題を出題し，解答してもらう。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

 
 
 
 
人 事 課 
 
 
 
 

実施計画の内容 人権研修を実施する。 

 
 
 
目標達成のため

に講じた手段 

平成 20年度の職員人権研修は，7月に堀川克法さん（社団法人三重県人
権教育研究協議会事務局次長）によるワークショップ形式の講座を実施。

9月に坂本久海子さん（NPO法人「愛伝舎」代表）による在日外国人問
題を取り扱った講座を実施。さらに，11月に本江優子さん（財団法人反
差別・人権研究所みえ事務研究員）による同和問題を取り扱った講座を

実施した。                            

また，今年度から各所属に男女共同参画推進員を設置するとともに，11
月に，土川禮子さん（鈴鹿市男女共同参画審議会会長）を講師として招
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人 事 課 
 
 

き，「行政における男女共同参画とは」をテーマとした研修を実施した。

 
その効果 

職員の人権意識の啓発となった。また男女共同参画推進員を設置するこ

とで各所属に男女共同参画推進の意識を浸透させることができ，職員の

男女共同参画推進の意識向上につながった。 

問題点 職員の更なる意識向上に努める必要がある。 

問題点への対策 職員の研修機会の充実を図る。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

男女共同参画審議会からの評価について，政策幹部会議の場で市長から

報告があり，各部局は鈴鹿市男女共同参画プラン－改定版－実施計画取

組状況報告で事業評価をしているが，問題を的確に把握し対応をするこ

とや，管理職員は男女共同参画推進委員の活動に配慮するように指示が

あった。 

その効果 市長から直接の報告・指示であり，今後の更なる男女共同参画推進に期

待できる。 

問題点 管理職研修を実施しなかった。 

問題点への対策 平成 21年度は，管理職研修を実施する。 

今後の方向性 継続して取り組みを進めていく。 
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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 

 

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。 

 

指導課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

幼児児童生徒一人ひとりの個性を重視し，大切にされる指導方法等の工

夫改善に努めるよう，要請訪問時等で指導助言している。また，一人ひ

とりが大切にされるよう，少人数学級を増やしたり，学習支援ボランテ

ィアを活用したりしている。 

その効果 仲間づくりを大切にした学力保障の取り組みを進めることにより，自己

肯定感を育み，学校生活が落ち着いてきている。 

問題点 学校や児童生徒の状況により，ボランティアが活用でない学校がある。

問題点への対策 ボランティア活用の良さ等を様々な機会を通して啓発している。 

今後の方向性 計画通りに進めていく。 

教育研究所 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
夏季研修講座において，教職員を対象として，学力保障・学力向上のた

めの研修講座「算数・数学の見方や考え方を伸ばす－授業づくりのヒン

ト－」を実施した。 

その効果 163名の参加があった。 

問題点 子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばすため，さらに教職員の研修の場

を設定する必要がある。 

問題点への対策 魅力ある授業づくりや基礎学力向上を目指すための研修講座を開催し，

さらに研修・実践の推進を図る。 

今後の方向性 今後も，魅力ある授業づくりや基礎学力向上，学力の定着を目指した研

修機会の設定を進める。 

子育て支援

課 

 
実施計画の内容 

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。 

 
 
目標達成のため

に講じた手段 

平成 17 年 2 月から策定を進めてきた「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にした全体研修会を開催。講師は元大阪乳幼児教

育センター林田鈴枝さん。平成 20年 2月にも保護者・職員を対象とした
全体研修会を開催。講師は関西福祉大学井上寿美さん。 
平成 21年 1月には，田中仁さんを講師に迎え，全体研修会を実施した。

その効果 職員に関しては，学んだことを現場で活かしながら人権意識を高めてい

くその効果 は期待できる。 

問題点 保護者と共に人権意識を高めていきたいが，研修会への参加はごく一部

しか見込めない。 

問題点への対策 人権保育の意識を高めた職員が機会をとらえ，保護者にも啓発をしてい

く。 

今後の方向性 より一層職員の人権意識を高める為，全体研修会と共に実践検討会を行



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 

26 
 

っていく。 

 

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。 

 

子育て支援

課 

実施計画の内容 保育士に対する研修の企画及び実施に努める。 

目標達成のため

に講じた手段 
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。 

その効果 参加状況・事業報告が把握できず効果がつかめてない。 

問題点 保護者と共に人権意識を高めていきたいが，研修会への参加はごく一部

しか見込めない。 

問題点への対策 人権保育の意識を高めた職員が機会をとらえ保護者にも啓発をしてい

く。 

今後の方向性 より一層職員の人権意識を高める為，全体研修会と共に実践検討会を行

っていく。 

学校教育課 

実施計画の内容 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。

目標達成のため

に講じた手段 
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。また，男女の役割を分けるような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。 

その効果 目に見えて効果が表れるものではないが，継続的に取り組むことで効果

は間違いなくあるものと思われる。 

問題点 目に見えて効果が表れるものではないので，成果が検証しにくい。 

問題点への対策 継続的に取り組むことで，特に意識をしなくても男女共同参画の視点に

立てるようにする。 

今後の方向性 今後も取り組みを継続していく。 

人権教育課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
１月に実施した第５回人権教育研修会では，「ジェンダーの視点で考える

教育実践の課題と可能性」と題した研修会を実施し，９３名の参加があ

った。 

その効果 教育現場におけるジェンダーをめぐる現状や動き・課題等を知ることが

できた。 

問題点 他のテーマの時の研修会と比べて，参加人数が少なかった。 

問題点への対策 開催時期を再考するとともに，校園に対して，開催の周知を徹底する。

また，機会のあるごとに，教職員に対して，男女共同参画社会の大切さ

を啓発していく。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

教育研究所 

実施計画の内容 教育研究所の研修プログラムにおいて，男女共同参画社会の実現に向け

た研修会を実施する 

目標達成のため

に講じた手段 
男女が共同して参画する社会の実現を目指して，研修講座「夢，憧れ，

生き方－小学校におけるキャリア教育の実践から－」を開催した。 

その効果 教職員 43名の参加があった。 

問題点 もっと多くの参加が得られるとよい。 

問題点への対策 ＰＲに努め，更に多くの参加が得られるよう働きかける。 

今後の方向性 今後も男女共同参画の視点を盛り込んだ講演会や研修講座を企画する。
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基本課題３ 労働の場での男女共同参画 

 

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。 

 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

今年度は情報紙において，女性の就労に関する記事を載せることができ

なかった。また，男女共同参画週間に合わせ，平成 19年 4月 1日に改正
法が施行された雇用機会均等法などを紹介するパネル展を開催した。（平

成 6月 23日(月)～29日(日)ジェフリーすずかにて） 

その効果 改正雇用機会均等法について広く周知できた。 

問題点 情報紙「今・ima」の発行回数が年２回と少なく紙面が限られているこ
とからも，発信できる情報が限られる。               

問題点への対策 情報提供のツールを情報誌に限らず，あらゆるツールを用いて情報提供

を行っていく。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

図書コーナーにおいては，新たに 103 冊の書籍を設置した。図書の購
入においては，男女共同参画や就労改善・就労支援に関心を持つきっか

けとなるようなものを取り交ぜるようにした。 
また，２１世紀職業財団や県が実施する様々なセミナー等のチラシを配

置し，案内した。 

その効果 労働分野における男女共同参画推進の必要性について広く周知啓発が図

られた。 

問題点 図書コーナーがジェフリーすずかにあり，貸出しを行っていることが広

く周知されていない。 

問題点への対策 図書コーナーについて，情報誌やホームページ等で広報していく。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

産業政策課 

実施計画の内容 広報すずか，鈴鹿市ホームページを通じて各種制度や相談窓口の紹介を

行う。 

目標達成のため

に講じた手段 
広報すずか，鈴鹿市ホームページを通じて各種制度や相談窓口の紹介を

行った。市内主要企業訪問時にリーフレットを配布し周知した。 

その効果 継続して周知活動を行っているので，各種制度は浸透してきていると考

えられる。 

問題点 正確な企業の取組状況を把握するのが困難である。 

問題点への対策 市内企業訪問時に，企業の取組状況を聴取することに引き続き努める。

今後の方向性 国や県の労働機関等との連携を強化し，市民にとって有益な情報を周知

するように努める。 
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施策細目② 

 

企業の自主的な取組を促進するため，ポジティブアクション企業の表彰制度等を検討し

ます。 

 

産業政策課 

実施計画の内容 ポジティブアクションの周知を図るため，企業訪問等を行うとともに，

厚生労働省において実施している｢均等推進企業表彰制度｣を周知してい

く。 

目標達成のため

に講じた手段 
市内主要企業を訪問し，男女雇用機会均等に係るリーフレットを配布し

同制度の周知に努めた。 

その効果 継続して周知活動を行っているので，各種制度は浸透してきていると考

えられる。 

問題点 個別企業訪問は時間がかかり，訪問数にも限りがある。 

問題点への対策 広報等により効率的な周知を図る。 

今後の方向性 企業を訪問した際には，制度の実施を依頼するとともに，広報を行うこ

とで広く周知に努める。 

 

施策細目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。 

 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
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≪再就職を成功させるためのセンスアップ≫を開催し

た。（参加者 16名） 

 
その効果 

講座修了生に対し，再就職支援のためのカウンセリングなどのアフター

フォローも実施され，受講者の満足度も高く，女性の自立や社会進出を

支援することができた。 

問題点 参加者が少ない。 

問題点への対策 セミナー開催についての広報をする。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

産業政策課 

実施計画の内容 再就職支援セミナーを 21世紀職業財団と共同で行う。 

目標達成のため

に講じた手段 
平成 20 年 9 月 25 日に，ジェフリーすずかにおいて，「再就職を成功さ
せるためのセンスアップ講座」を実施した。 

その効果 少数ではあるが，21世紀職業財団の事業を通じて再就職につながった人
がいる。 

問題点 セミナーの内容が，どの程度再就職につながっているか検証が難しい。

問題点への対策 21世紀職業財団と効果を調査の上，ニーズに合った効果的なセミナー開
催に努める。 

今後の方向性 21世紀職業財団との再就職支援セミナー開催を引き続き共同で行う。 
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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。

 

農業委員会 

実施計画の内

容 
農業委員の会合等を利用して家族経営協定の締結に向けた啓発を行う。

 
目標達成のた

めに講じた手

段 

農業委員会総会（定例会）において，家族経営協定の勉強会を行った。

農業委員会だよりの紙面に女性農業者の活動報告を掲載した。 
全国農業新聞を購読することにより，全国の女性農業者の活動を知らせ

た。 
また，紙面にて他市の家族経営協定締結の事例を知らせた。 

その効果 すぐに効果は表れないが，女性も農業経営に参画しているという意識付

けは徐々にできてきている。 

問題点 家庭内における女性の立場はまだ定まっていない場合が多い。 
家族経営協定という言葉に抵抗があるのではないか。 

 
問題点への対

策 

女性農業委員の協力を得て，女性が農業経営に参画しやすいように 家

族同士であっても家庭内での役割分担や賃金などを定める家族経営協定

締結についての理解を求める活動をしていく。 

今後の方向性 議会推薦の選任委員に女性の登用を求めていく。 

 
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。

 

商業観光課 

実施計画の内容 商工会議所，商連等と連携を図り研修会等を開催する。 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿商工会議所の各種研修会での議題として取り扱うよう依頼する。 

その効果 鈴鹿商工会議所女性部が啓発活動を実施した。 

問題点 特になし 

問題点への対策 特になし 

今後の方向性 鈴鹿商工会議所女性部の充実した活動を促す。 

農林水産課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
先進事例調査や農業の担い手グループの意見交換会を開催した。 

 
その効果 

農村の女性起業家の話を聞き，現地を視察することで，士気が高まった。

また，農業担い手 5 グループ合同で意見交換会を開催し，家族経営協定
について理解を深めることができた。 

問題点 生産に必要な技術の習得はできているであろうが，それ以上には進展が

ない。 

問題点への対策 今行動しなければ農村文化が廃れてしまうという危機意識を持つほどの

状況には至っていないが，さらに調査研究を継続する。 

今後の方向性 継続して実施していく。 
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施策細目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。 

 

 
 
 
農林水産課 
 
 
 

実施計画の内容 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。

目標達成のため

に講じた手段 
農村女性アドバイザーと成り得るべき人材の掘り起こしに努めた。 

その効果 新規に 1名の農村女性アドバイザーの認定を受けた。 

問題点 農村女性アドバイザーと成り得ると思われる方に，断られてしまう。 

問題点への対策 常に農村女性とコミュニケーションを取って，人間関係を築いていく。

今後の方向性 引き続き人材の掘り起こしに努めていく 
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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（１） 子育て・介護支援策の充実 

 

施策細目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。 

 

子育て支援

課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
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 29園において，延長時間 30分～4時間とするそれぞれの内容で
実施している。 

その効果 保護者の就労形態がの多様化にする中，保護者が安心して就労できる。

 
問題点 

保護者の就労形態の変化による多様な労働時間に合わせた長時間保育に

対するニーズが増加していることから，保護者のニーズを考慮した延長

時間の設定をしていく必要がある。 

問題点への対策 必要となる費用が増大することが予想されるため，受益者負担の見直し

等を保育園と調整し，費用対効果を検証する。 

今後の方向性 すべての私立保育園（30園）において実施する。 

子育て支援

課 

 
実施計画の内容 

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。） 

目標達成のため

に講じた手段 
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」への需要も多く，平成２０年度では１５か所で実施している。 

 
その効果 

一時保育を実施することにより，育児疲れの解消，短時間勤務等の勤務

形態の多様化等に伴う一時的な保育が必要となる児童が，適切な保育サ

ービスが受けられた。 

問題点 一時保育のニーズは，今後ますます高くなることが予想されるため，ニ

ーズに対応できる体制の整備が必要である。 

問題点への対策 必要となる費用が増大することが予想されるため，受益者負担の見直し

等を保育園と調整し，費用対効果を検証する。 

今後の方向性 すべての私立保育園（３０園）において実施する。 

子育て支援

課 

 
実施計画の内容 

休日保育を実施を導入する。 
（平成 21年度までに 2ヶ所で実施し，60名の受け入れが可能な体制を
整備する。） 

目標達成のため

に講じた手段 
日曜・祝日等に保護者の就労等により家庭での保育が困難な児童につい

て，保育を行った。 
私立保育園１か所で実施。１か月当たり延べ 30人を受け入れた。 

その効果 休日保育を実施することにより，休日での保育が困難で保育が必要とな

る児童が，適切な保育サービスが受けられた。 

問題点  
問題点への対策  
今後の方向性 休日保育が受け入れられる体制の充実が必要である。 

 実施計画の内容 特定保育を導入する。 
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子育て支援

課 

実施計画の内容 (平成 18年度に 1ヶ所で実施し，18名の受け入れが可能な体制を整備す
る。) 

目標達成のため

に講じた手段 
家庭での保育が困難な児童について，一定程度（1 か月当たり概ね６４
時間以上）の日時において保育を行った。 
私立保育園１か所で実施。１か月当たり延べ 70人を受け入れた。 

その効果 特定保育を実施することにより，家庭での保育が困難で保育が必要とな

る児童が，適切な保育サービスが受けられた。 

問題点  
問題点への対策  
今後の方向性 特定保育が受け入れられる体制の充実が必要である。 

子育て支援

課 

 
実施計画の内容 

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。） 

目標達成のため

に講じた手段 
平成 20年度ハピールーム 活動実績  延べ 1577回 

その効果 病児・病後児を医学的管理を併設した施設で保育することにより，保護

者が安心して働くことができ，その支援に資する。 

問題点 当該施設運営の受け皿となる病院 

問題点への対策 医師会との連携 

今後の方向性 継続して実施 

 
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。 

 

長寿社会課 

 
実施計画の内容 

地域における高齢者を支援するため，実施主体である鈴鹿亀山地区広域

連合より地域支援事業の一部を受託し，介護サービス等の充実に努める。

（H17年度中に広域連合が策定する第 3期介護保険事業計画及び鈴鹿市
が策定する高齢者保健福祉計画に基づき，方向性を定める。） 

 
目標達成のため

に講じた手段 

介護予防や各種介護サービスの啓発のため，地域包括支援センターでの

取組等を広報で紹介した。また，介護予防普及啓発事業では，継続的な

取組みを行っていくため介護予防手帳を配布した。 

 
その効果 

開催通知，各地域包括支援センターの呼びかけにより多くの参加者の出

席を得た。また，出席されることにより，寝たきり・認知症の予防，高

齢者の閉じこもり解消等，介護者への負担軽減につなげた。 

問題点 介護予防のさらなる啓発 

問題点への対策 第３期介護保険事業計画，高齢者福祉計画の成果・課題等をもとに平成

20年度次期計画を策定した。 

今後の方向性 継続して実施していく 

 
 
 
障害福祉課 
 
 
 
 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
各種障害者手帳を取得時に，「ふくしべんりちょう」にて制度の概要を説

明している。また，就学者には学校と連携して制度の申請につなげてい

る。 

 
その効果 

利用者は増加し続けている。特に就学児童や重度障害者は定期的に利用

しているので，本人の自立や介護者の負担軽減になっていると考えられ

る 
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障害福祉課 
 
 

問題点 サービス提供事業所等の社会資源に限りがあるので，利用者全員に満足

していただくサービスが提供できない。 

問題点への対策 サービス提供事業所からの施設設備補助・運営補助を継続して提供でき

るよう，三重県に働き掛ける。 

今後の方向性 サービス提供の根源である障害者自立支援法は，施行後に改正が繰り返

されているので，今後の動向を見守りたい。 

 

施策細目③ 

 

放課後児童クラブの施設整備や活動を支援します。また，新たに児童館の設置も検討し

ます。 

 

子育て支援

課 

実施計画の内容 放課後児童クラブ及び児童館に利用可能な公共施設等について，その設

置を検討する。 

目標達成のため

に講じた手段 
公設民営     14か所 
民設民営      13か所 
児童数      1,099人 

 
その効果 

両親就労家庭やひとり親家庭など，昼間保護者のいない児童が安心して

過ごせる場として，また異年齢児集団の特性を生かした遊びや行事を通

じて，集団生活や生活習慣の指導とともに，宿題の指導も行うことによ

り，保護者への安心感に寄与することができる。 

問題点  
問題点への対策  
今後の方向性 市内全小学校区(３０校区)の実施（放課後子ども教室含む。）を目標とし，

共働き家庭の子育ての軽減を図り，より安心安全な子どもの居場所づく

りを提供。 

 

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。 

 

生涯学習課 

 
実施計画の内容 

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。 

目標達成のため

に講じた手段 
公民館事務説明会にて講師を紹介する。 

その効果 13公民館で実施 

問題点 さらに多くの公民館で実施 

問題点への対策 男女共同参画意識向上への啓発と講師ＰＲ 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 

 
 
 
子育て支援

課 
 
 
 
 

実施計画の内容 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。 

 
 
目標達成のため

に講じた手段 

・開館時間等 火～土曜日（9時 30分～16時 30分） 
・利用人数 31,260人 
・親子教室（0歳児，1歳児，2歳以上）前期各 3回，中期各 3回，後期
各 3回 

・出前保育 15か所 286組 
・作って遊ぼう 10回 312組 
・赤ちゃん広場 12回 905組 
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子育て支援

課 
 

・さくらんぼ（多胎児）広場 6回 43組  
・子育て講座 11回 

その効果 子どもたちがのびのび遊べる場，保護者相互の交流の場や学びの場，子

育てについての相談の場として，新しい出会いやつながりができた。 

問題点  
問題点への対策  
今後の方向性 子育て支援センター及びつどいの広場の増設 

子育て支援

課 

 
実施計画の内容 

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。 

目標達成のため

に講じた手段 
家庭児童相談員を１名配置 児童及び家族に対して助言・指導を行った。

同時に年間を通じて各種研修・虐待防止学会に参加し知識の研鑽及び相

談技術の向上に努めた 

その効果 相談業務を通じて子育て支援の情報提供及び相談時の問題解決の一助と

なることができた。 

問題点 新規虐待件数は減少しているが，継続的な関わり及びケアが必要とされ

る案件が増加している。 

問題点への対策 適切な助言・指導を行うことができるよう各種研修・学会に参加し相談

技術の向上に努める。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

子育て支援

課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
実施計画「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。」に統合 

その効果  
問題点  
問題点への対策  
今後の方向性  

健康づくり

課 

 
 
実施計画の内容 

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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

育児不安を抱える妊産婦，乳幼児の家庭を訪問し，育児相談・保健指導

を実施した。（訪問回数・648回） 公民館等での地区乳幼児学級，保健
センターでのすくすく広場で身体測定，育児相談を実施した。（参加者・

2，474人） 

その効果 家庭訪問・育児相談等を通した，子育て情報・親子の交流の場の提供に

より育児不安の軽減と子育て支援につながった。 

問題点 核家族化や転入者が多く，身近に子育てについての相談しにくい状況が

あるので育児不安を抱える人の増加が今後も考えられる。 

問題点への対策 今後も場の提供や健診や相談の場でＰＲに努める。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

 
教育研究所 
 
 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
子育てや子どもの教育に関する問題解決のための相談窓口として，リー

フレット等で啓発し，電話，面接，学校園に訪問しての相談活動を実施
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教育研究所 
 

した。 

その効果 電話相談 460件，面接相談 917件，訪問相談 781件があり，1341回の
不登校等の不適応に関する相談，817回の発達相談に応じた。 

問題点 より専門性の高い相談を希望するケースが増加している。 

問題点への対策 相談内容に応じた適切な対応ができるように，相談内容の聞き取りを十

分行う。また，所員の相談に関する資質向上を図る。 

今後の方向性 今後も，子育てや教育に関する様々な相談に応じ，研修の機会をもつこ

とによって，より専門性の高い支援ができる体制を目指す。 

  
施策細目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。 

 

産業政策課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
市内主要企業を訪問し，ワークライフバランスに係るリーフレットを配

布し同制度の周知に努めた。 

その効果 継続して周知活動を行っているので，各種制度は浸透してきていると考

えられる。 

問題点 個別企業訪問は時間がかかり，訪問数にも限りがある。 

問題点への対策 市内企業訪問時に，企業の取組状況を聴取することに引き続き努める。

また，広報等により効率的な周知を図る。 

今後の方向性 企業を訪問した際には，制度の実施を依頼するとともに，広報を行うこ

とで広く周知に努める。 

 

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。 

 

人 事 課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
出産・育児に関わる休暇制度等をまとめた「パパママプログラム」を庁

内ＬＡＮに掲示し周知を図るとともに平成20年4月より制度化された育
児短時間勤務制度についても周知を行った。 

その効果 新たに育児休業を取得した者が昨年度に比べて増加した。 

問題点 育児短時間勤務制度を活用した場合の代替要員の確保 

問題点への対策 安心して制度が活用できるような職場環境の整備 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

人 事 課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
男性職員の育児参加休暇制度や子の看護休暇制度等の休暇制度の取得マ

ニュアルを庁内 LANにて周知した。 

その効果 男性職員の育児参加に対する認識を深めるとともに休暇取得の促進を図

る。 

問題点 現実に男性職員のなかで育児休業を取得した者がいない。 

問題点への対策 引き続き周知を続けるとともに職場の理解を深める。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 
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施策細目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。 

 

生活支援課 

実施計画の内容 「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。 

目標達成のため

に講じた手段 
掲載内容について，毎年最新の情報となるよう修正を行っている。また，

文章表現等については，わかりやすく，簡潔な記載に心がけている。 

その効果 毎年の見直しにより，情報提供の充実が図られる。 

問題点 発注時期に制度改正等の詳細がわからないときがある。 

問題点への対策 県等に情報の速やかな提供を求め，ぎりぎりまで校正等で対応する。（間

に合わなかったときは，正誤表等で対応する。） 

今後の方向性 今後も継続して見直しを行っていく。 
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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。 

 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

「子育て中のお父さんがさらに人生を楽しむ方法」と題して，子育て支

援課と共催で講演会を開催した。子育てのコツ，妻とのより良い関係作

りについてお話しいただくとともに，労働時間・帰宅時刻・家事育児時

間に関する国際比較データを用いながら，ワーク･ライフ･バランスの大

切さをお話いただいた。 

その効果 家庭における男女共同参画が推進された。 

問題点 講演会の参加者数は 43人で，もっとたくさんの人の聞いていただきたか
った。一方料理講座は定員を上回る応募があり，抽選することとなった。

問題点への対策 たくさんの方が参加できるように工夫して，男性向け料理講座を開催す

る。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

生涯学習課 

 
実施計画の内容 

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，すべての学級 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) 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市ＰＴＡ連合会の各代表者会議で呼びかける 

 
その効果 

小学校 21学級                               
中学校 3学級                          

幼稚園 21学級で実施  

問題点 学級開催のための費用確保 

問題点への対策 国の方針変更により委託料が見込めないため他の財源措置を模索 

今後の方向性 財源措置と併せて検討 

長寿社会課 

 
実施計画の内容 

施主体である鈴鹿亀山地区広域連合より地域支援事業の一部を受託し，

地域における高齢者等の家族介護の支援に努める。 
（H17年度中に広域連合が策定する第 3期介護保険事業計画及び鈴鹿市
が策定する高齢者保健福祉計画に基づき，方向性を定める。） 

目標達成のため

に講じた手段 
在宅で生活する介護を必要とする高齢者及びその家族の安定を図るた

め，介護用品の支給を行った。 

その効果 介護者の負担軽減につながった 

問題点 対象者の入院等，介護用品が一時不要となった時の速やかな連絡。 

問題点への対策 居宅介護支援事業所への協力依頼及び，毎年実施する更新時に啓発チラ

シを配布する。 

今後の方向性 継続して実施していく 

 
 
子育て支援

課 
 
 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

平成 20年 11月 29日 
市民講座 2008（講演会）「子育て中のお父さんがさらに人生を楽しむ方
法」開催 
講師：小崎恭弘（神戸常盤大学短期大学部幼児教育学科准教授） 
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子育て支援

課 
 

その効果  
問題点  
問題点への対策  
今後の方向性 継続して実施 

健康づくり

課 

 
 
実施計画の内容 

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。) 

目標達成のため

に講じた手段 
妊婦とその夫を対象にすくすくファミリー教室・プレパパ・ママコース

を開催した。（参加者・妊婦 208人，配偶者 133人） 

その効果 妊娠・出産・子育てに関する知識を習得することで夫婦が協力していく

意識と満足度が高まった。 

問題点 休日開催により，夫の参加率は平日よりは高くなっている。参加人数の

制限があってお断りすることがある。 

問題点への対策 ・参加しやすいように日程や時間などの工夫をしていく。 

今後の方向性 ・継続して実施していく。 

教育研究所 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
公開講座として，「思春期の子ども理解－親子の中で大切にしたいこと

－」を開催した。 

その効果 教職員，一般等合わせて 93名の参加があった。 

問題点 更に多くの参加が得られるとよい。 

問題点への対策 ＰＲに努め，さらに多くの参加が得られるよう働きかける。 

今後の方向性 今後も男女共同参画の視点から子育てについて考える研修講座を企画す

る。 

 

施策細目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。 

 

生涯学習課 

 
実施計画の内容 

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。 

目標達成のため

に講じた手段 
公民館事務説明会にて講師を紹介する。 

その効果 公民館の 27館で高齢者（成人）学級を，6館で人権学習を実施 

問題点 内容の充実・活性化を図る 

問題点への対策 男女共同参画意識向上への啓発と講師ＰＲ 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 

生涯学習課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
公民館事務説明会にて事例を紹介する。 

その効果 11の公民館で実施 

問題点 更に多くの公民館で実施 

問題点への対策 男女共同参画意識向上への啓発と講師ＰＲ 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 
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男女共同参

画課 

実施計画の内容 男の料理教室等男性の意識改革を促す講座を開催する。 

目標達成のため

に講じた手段 
「お父さんと一緒に腕まくり」と題して，親子で一緒に料理をし，更に

父親だけでワークショップをする講座開催した。 

その効果 男性に料理の楽しさや，子どもと遊ぶ楽しさ，また，ワーク・ライフ・

バランスの大切さを知っていただいた。 

問題点 「お父さんと一緒に腕まくり」は定員を上回る応募があり，抽選の結果

参加できない方がみえた。 

問題点への対策 実施方法を工夫して，参加できる人数を増やす。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施する。 
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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。 

 

防災安全課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
平成 20年度については，防災研修会，防災講演会，防災訓練等を 82回
実施した。その中には，子どもを育てる女性を対象にした母親学級の他，

女性のみが参加する研修会も少なくない。今後も，性別，年齢，国籍等

にとらわれることなく，幅広く防災啓発を行っていく。 

その効果 性別や年齢等にとらわれることなく，自助，共助，公助それぞれの長所

を最大限に引き出し地域の防災力の向上を図る。 

 
問題点 

防災活動は，重い資機材を使っての救助活動との先入観から若く，男性

的な活動と思われる傾向があるが，防災活動の基本は自らの命を守るこ

とであり，正しい初動対応が求められる。災害が年齢や性別を選ばない

ように，より多くの市民が積極的に防災活動に参加することが望まれる。

 
問題点への対策 

性別や年齢等にとらわれることなく，自助，共助，公助それぞれの長所

を最大限に引き出せるよう様々なテーマ，内容，手法を取り入れて防災

活動を行っていく。 

今後の方向性 今後も性別，年齢，国籍等を問わず，あらゆる市民，団体を対象に防災

啓発を行っていく。 

地域課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
平成 20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。 

その効果  
問題点  
問題点への対策  
今後の方向性  

人権政策課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
庄内地区人権尊重まちづくり講演会において，講演の，周知・準備を地

元小学校 PTA が積極的にかかわって地域住民が主体となって取り組む
ことができた。 

その効果 参加人数が増加し，当日の運営（会場設営や片付け）に積極的な地区も

増えてきた。 

問題点 他の地区にどのように広げるのかが今後の課題である。 

問題点への対策 企画段階で地元の自治会・PTA等に積極的な参加を呼びかけていきたい。

今後の方向性 今後も講演会の開催に他団体の参加を呼びかける。 

 
 
男女共同参

画課 
 
 

実施計画の内容 鈴鹿市男女共同参画プランや条例の普及版の配布などにより広報，啓発

を進める。 

目標達成のため

に講じた手段 
出前講座において，男女共同参画推進条例の普及版や，男女共同参画情

報紙を配付した。 

その効果 条例や男女共同参画の大切さが，広く周知された。 

問題点 男女共同参画プランの普及版が作成できていない。 
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男女共同参

画課 
 

問題点への対策 計画期間が平成 22年度からの男女共同参画基本計画について，普及版を
作成する。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施する。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 出前講座等を通して啓発に努める。 

 
 
 
 
目標達成のため

に講じた手段 

・出前講座を実施し，啓発に努めた。 
・登録団体等における出前講座の際には，必ず事業の目的や条例や男女

共同参画の説明を行った。 
・栄小学校子どもへの暴力防止プログラム（CAPみえ）参加者 23名 
・玉垣小学校地元野菜の親子クッキング（Agriロマン鈴鹿） 
参加者 50名 

・栄公民館地元野菜の親子クッキング（Agriロマン鈴鹿）参加者 29名
・庄内公民館地元野菜の親子クッキング（Agriロマン鈴鹿） 
参加者 26名 

・椿公民館地元野菜の親子クッキング（Agriロマン鈴鹿）参加者 23名

その効果 受講生等に男女共同参画の理解を促せた。 

 
問題点 

出前講座の時間の一部を利用して鈴鹿市の男女共同参画の取り組みを説

明するため，取れる時間も短い。簡潔に分かりやすく伝える必要がある

が，なかなかできていない。 

問題点への対策 男女共同参画の初心者向けの教材を作成し，分かりやすく伝える 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

障害福祉課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市広報等への掲載内容については，表現方法を細部まで検討した 

その効果 効果は明確に判断できない 

問題点 特になし 

問題点への対策 特になし 

今後の方向性 継続して実施していく 

 

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。 

 

 
 
 
 
 
 
地 域 課 
 
 
 
 
 
 

実施計画の内容 インターネットを利用して，各種団体のネットワークづくりと情報発信

を推進し，市民活動を支援する。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

市民活動団体の育成支援と情報発信力の向上のために，鈴鹿市民活動情

報サイトの操作説明会を開催。また，ボランティア，市民活動団体紹介

パネル展や，中間支援団体と協働で，NPO支援講座「つどい，つながり，
そして未来へⅢ」を開催し，サイト登録の PRを行った。 

その効果 市民活動団体間の交流が促進され，活動内容を多くの市民が知ることが

でき，市民活動への関心が高まった。 

 
問題点 

インターネットが不得手な団体も多くあり，まだまだ登録を見合せてい

る団体がある。 
また，講座等への参加団体がいつも同じ顔ぶれになりがちである。 

問題点への対策 中間支援団体とさらなる連携を図り，サイト登録の勧誘や関心の高いテ

ーマの講座等を開催して，多くの団体の参加を募る。 
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地 域 課 今後の方向性 継続して実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
安価な料金での印刷機の利用，無料貸し出しロッカーの提供，またチラ

シ用書架による活動情報発信場所の提供により，市民活動の支援を行っ

た。 

その効果 男女共同参画の視点を持った市民活動の活性化につながった。 

問題点 ジェフリーすずかにおいて，安価な料金での印刷機の利用，無料貸し出

しロッカーの提供，またチラシ用書架による情報発信ができることを，

知らない市民への周知方法。 

問題点への対策 情報誌等において広く周知していく。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

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，プレゼンテーション審査を行い，5 事業について事業の補助，場所
の提供，広報等による支援を行った。また，市民企画支援事業の実施内

容について，ジェフリーふぇすたにおいて発表する場を設けた。 

 
 
その効果 

市民活動団体が事業の実施経験を積むことにより，活動の活性化，人材

の育成が行われた。また，様々な団体による事業の実施により，幅広い

テーマの事業が実施され，市民への男女共同参画意識の普及につながっ

た。 

問題点 事業経験を積んだ市民活動団体に対し，それぞれの分野で委託事業等の

出口事業の提供がない。 

問題点への対策 市民企画支援事業の経験団体に男女共同参画を推進する事業を委託す

る。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

公募市民による実行委員会（6名）により，平成 21年 2月 7日・8日に
｢ジェフリーふぇすた 2009｣を開催した。（参加者 528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，34名の
ボランティアスタッフの参加を得た。また，起業支援のための手作り作

品の販売コーナーを設け，42店が出店した。 

 
その効果 

ジェフリーふぇすた実行委員会に新しいメンバーが加わり，年々内容が

充実してきた。また，手作り作品出展者同士の交流も活発に行われ，販

売活動を考える場として役立っている。 

問題点 実行委員会委員は負担が大きく，なかなか新規の応募がない。 

問題点への対策 ジェフリーすずか登録団体に当日のボランティアスタッフだけでなく，

実行委員会と共に企画などにも参加してもらう。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく 

 
 
 
障害福祉課 
 
 
 
 

実施計画の内容 障害者支援に関する市民活動を支援するため，定期的な話し合いの場を

持ち，情報の共有化を図る。 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市社会福祉協議会などと連携して，市民活動団体との話し合いを行

った 

 
その効果 

障害者・児の抱える悩みや生活する上での困りごと等を把握することが

できた。 また，活動団体としての問題点なども共有できた。 

問題点 特になし 

問題点への対策 特になし 
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障害福祉課 今後の方向性 今後も，同様の話し合いを行い，情報の共有化を図りたい。 

子育て支援

課 

 
実施計画の内容 

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。 

 
 
 
 
目標達成のため

に講じた手段 

・連絡調整会議の開催（5/27・10/28・2/20） 
・子育て情報紙「バンビーキッズ」の発行（月 1,950部）   
・広報啓発リーフレットの改訂発行（子育て情報誌「りんりん Book」・
子育て応援パンレット） 
・指導者向け研修会 
・地域で子育てを（旭が丘・白子公民館） 
・市民講座「子育て中のお父さんがさらに人生を楽しむ方法」（男女共同

参画課との共催／90人） 
・子育て応援はがき封入 
・「BABYinME」活動の推進  

その効果  

 
 
問題点 

・連絡調整会議をきっかけとした関係機関との常時の情報交換や行動の

連携 
・子育て情報紙「バンビーキッズ」のコンテンツの見直し 
・待ちのホームページから攻めの情報提供となるメール配信の検討 
・指導者向け研修会の内容の充実  

問題点への対策 子育て支援総合コーディネート事業の在り方の検討及び要綱の制定。 

今後の方向性 子育て支援拠点施設「りんりん」を情報発信基地としたコーディネート

事業の実施。 

消防総務課 

 
実施計画の内容 

地域消防力の向上を図るため，幼少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。 

目標達成のため

に講じた手段 
年度当初の会議にて「年間行事予定の報告」「救急法等指導者のスケジュ

ール調整」等の協議を行った。年度途中に入る行事に対しては，その都

度，参加者の調整を行った。 

その効果 概ね，達成できた。 

問題点 会議，訓練等の日程を調整する際に，家庭事情（育児，家事等），仕事が

障害となり困難になった。 

問題点への対策 全員参加の訓練，行事を極力減らし，担当分野別に実施する。 

今後の方向性 活動を継続しながら，消防団員としての技術，知識を向上させる。 

 

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。 

 

 
 
 
生涯学習課 
 
 
 

 
実施計画の内容 

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。 

目標達成のため

に講じた手段 
公民館事務説明会にて講師を紹介する。 

その効果 公民館の 27館で高齢者（成人）学級を，6館で人権学習を実施。 

問題点 内容の充実・活性化を図る 
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生涯学習課 問題点への対策 男女共同参画意識向上への啓発と講師ＰＲ。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施 

長寿社会課 

実施計画の内容 高齢者の生きがいづくりや社会参画の機会を提供するため，老人クラブ

活動補助等により老人クラブに対する支援を行う。 
（H17年度中に鈴鹿市が策定する高齢者保健福祉計画に基づき，方向性
を定める。） 

目標達成のため

に講じた手段 
高齢者の生きがいづくり等のため，老人クラブの活動を支援した。 

その効果 地域での活動や，多種多様な学習会，交流会など意欲的に参加している。

問題点 老人クラブが任意加入団体である等の理由から，会員数が増加していな

い。 

問題点への対策 老人クラブ連合会を通じて，会員増加のための活動促進を図る。 

今後の方向性 内容をより充実させるよう，継続して実施していく。 

障害福祉課 

実施計画の内容 障害者小規模作業者に対し，運営金補助等の支援を行う。 

目標達成のため

に講じた手段 
障害者小規模作業者に対し，運営金補助等の支援を行った。 

その効果 障害者小規模作業者への運営補助金の交付により，作業所運営が安定し

て行われた。 

問題点 障害者自立支援法の施行により，小規模作業所の運営補助事業が終了す

る可能性がある。 

問題点への対策 小規模作業所には，障害者自立支援法のサービス体系に移行してもらう

ために，手法などの支援を行う。 

今後の方向性 三重県の動向により，補助金の交付対象が変更になる可能性がある。 

障害福祉課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
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)
への支援を行った。 

その効果 在宅障害者の生活水準が，若干向上した。 

問題点 特になし 

問題点への対策 特になし 

今後の方向性 継続して実施していく 

障害福祉課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
運動会の運営資金補助や開催準備及び当日の運営支援を行った。 

その効果 運動会は成功裏に開催され，参加者の親睦が図られた。 

問題点 特になし 

問題点への対策 特になし 

今後の方向性 開催準備と当日の運営は，主催団体が主に行うよう支援する。 

 
 
 
健康づくり

課 
 
 
 

 
 
実施計画の内容 

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。) 

目標達成のため

に講じた手段 
健康展や健康教室で生活習慣病予防や健康増進に関する講話，体験学習

等実施し，広報すずかやＣＮＳにおいても健康増進に関する情報を掲載

し，知識の普及と啓発に取り組んだ。 
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健康づくり

課 
 
 

その効果 生活習慣の改善につながる教室等の開催により，健康づくりに対する意

識が高揚し，地域での交流の機会を提供することができた。 

問題点 実施回数・参加者は増加しているが，十分な状況ではない。 

問題点への対策 新たな内容の教室の検討や，より多くの機会を活用して健康づくりのた

めの知識の普及・啓発を図る。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

産業政策課 

実施計画の内容 シルバー人材センターが十分活動できるように，補助金の交付や，広報

で活動内容等について紹介を行う。 

目標達成のため

に講じた手段 
シルバー人材センターが十分活動できるよう補助金を交付するととも

に，運営資金の貸し付けを行った。また，広報すずかや折込チラシ等に

より，シルバー人材センターを市民へ周知した。 

その効果 厳しい経済情勢の中，実績は概ね横ばいを堅持しているが，運営につい

ては事務比率を上げざるを得ない状況にある。 

問題点 国の制度改革や厳しい経済情勢のため，事業所からのセンターへの発注

件数が減少している。 

問題点への対策 センター事業を広報し周知することで，発注件数を増やす。 

今後の方向性 広報の拡充を図るとともに，事務内容の合理化を図り，運営の改善に向

けて指導する。 

 

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。 

 

市民対話課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
多文化共生イベント及び国際理解講座などを開催した。 

その効果 文化，習慣などの異なる外国人と日本人との理解および交流の機会を提

供し認識を深めた。 

問題点 一過性のものでなく，外国人と日本人が継続的に交流を継続していく必

要がある。 

問題点への対策 毎年回を重ねる毎に，相互に多文化共生の意識が向上するようにする。

今後の方向性 日本人と外国人がお互い理解し認め合う地域共生社会の推進を継続す

る。 

市民対話課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
ボランティア団体で実施している日本語教室及び学習支援教室の３団体

に補助金の助成をした。 

その効果 外国人の日本語学習の意識が高まり日本語教室及び子どもの学習支援教

室の運営援助となった。 

問題点 外国人に教えるボランティアの育成が必要です。 

問題点への対策 日本語を教えるボランティアの育成が必要で，鈴鹿国際交流協会で日本

語指導養成講座を本年も実施したが今後も継続的に開催し，新たなボラ

ンティアの育成に努める。 

今後の方向性 外国人が，日本語を習得できる機会を増やしていく。 

 
地 域 課 
 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため 在住外国人の地域活動への参加を促進するための地域のイベント情報や
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地 域 課 
 

に講じた手段 生活情報を多言語で紹介するチラシを地区市民センターへ配備した。 

その効果 自治会等の団体が地域のイベント情報や生活情報を在住外国人へ伝え，

地域活動への参加を促すことができた。 

問題点 チラシの活用を促すための PR と，使いやすいチラシにするための各種
団体からの意見や情報の提供。 

問題点への対策 地区市民センター及び自治会役員の会議などで，チラシの活用を啓発す

る。 

今後の方向性 今後も引き続き，チラシの活用を促進するための PRに努める。 

人権政策課 

実施計画の内容 様々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｡ 

目標達成のため

に講じた手段 
職員一般研修において，外国人との共生をテーマに講座を持った。 

その効果 今後に各職場における啓発の自主的な推進に効果が期待される 

問題点 研修回数が限られているため，様々な人権課題を追う中で，外国人のテ

ーマを毎回取り上げられない可能性がある。 

問題点への対策 数年にまたがってでも，多様な人権課題をまんべんなく取り入れていく。

今後の方向性 今後もこの方向性を続けていきたい。 

人権政策課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
外国人との共生をテーマにした市民向け講演会がなかったため，翻訳チ

ラシはなかったが，できるだけやさしい日本語を使ったチラシを作成し

た。 

その効果 今後の効果に期待したい。 

問題点 講演会の内容を外国人に，言葉の面でいかに理解してもらえるかが課題。

問題点への対策 外国人推進室や鈴鹿国際交流協会と連絡を密にとりチラシの配布を行

う。 

今後の方向性 今後もこの方向性を続けていきたい。 

人権教育課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
5月，8月，12月，1月に，年 4回の担当者会議を開催し，延べ 40名が
参加した。 

その効果 各学校における現状や課題を担当者が共有し合うことで，学校間連携が

充実するともに，互いが先進校の取組に学び合うことができた。 

問題点 各担当者の実践を，より多くの学校関係者に還流できる場が必要である。

問題点への対策 多文化共生教育研修会の場で，先進校の取組を発表する。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

人権教育課 

実施計画の内容 多文化共生社会実現へ向けた学校組織確立のための研修会を開催する。

目標達成のため

に講じた手段 
5月，8月，12月，1月に，年 4回の研修会を開催し，延べ 225名が参
加した。 

 
その効果 

各学校における現状や課題が明らかになるとともに，課題解決のための

多文化共生担当者のネットワーク作りや，外国人児童生徒への支援体制

が整備された。 

問題点 外国人児童生徒が在籍しない学校や少ない学校においても，多文化共生

社会実現へ向けた取組を充実させる必要がある。 

問題点への対策 研修会に，参加体験型のグループ討議や交流会形式を取り入れることで，

研修内容の充実に努める。 

今後の方向性 継続して実施していく。 
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人権教育課 
 

実施計画の内容 外国籍生徒保護者向け進路ガイダンスを実施する。 

目標達成のため

に講じた手段 
9月に外国人生徒保護者向けの進路ガイダンスを開催し，34名の外国籍
生徒と保護者が参加した。また，12月に就学前の外国籍幼児保護者向け
の就学ガイダンスを開催し，43名の幼児と保護者が参加した。 

 
その効果 

就学ガイダンスを実施することで，外国籍幼児・保護者が小学校へ入学

する際に，スムーズに安心して学校生活をおくれるようになった。また，

外国籍生徒の高等学校への進学率が昨年度に引き続き，80％以上になっ
た。 

問題点 進路ガイダンス，就学ガイダンスともに，まだまだ参加者数が少ない。

問題点への対策 中学校や幼稚園・保育所等へ事前に訪問することで，進路ガイダンス，

就学ガイダンスの開催の周知を図る。 

今後の方向性 継続して実施していく。 
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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  

 

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。 

 

人権政策課 

実施計画の内容 広報すずか「ひろげよう人権尊重の輪」コラムで DV やセクハラ等人権
を無視した暴力行為の防止をテーマとして取り上げる。 

目標達成のため

に講じた手段 
折に触れて，お互いが生活していく時に，相手の立場を考えて行動する

ということの基本をコラムで訴えている。 

その効果 気持ちよくお互いが生きていけることをコラムで訴えることで，人権を

無視した暴力行為の防止に役立つことができると思う。 

問題点 題材の選定に毎回苦慮する。 

問題点への対策 普段の生活の中の何気ない行動を注意深く考察することで，テーマの裾

野を広げていく。 

今後の方向性 今後もこの方向性を続けていきたい。 

人権政策課 

実施計画の内容 啓発冊子，手帳，カレンダー，物品等を作成し，啓発に努める。 

目標達成のため

に講じた手段 
啓発手帳にコラムを掲載し配布した。 
 「こころのバリアフリーをめざして ～女性の人権～」 
 「こんなことがあったら ～虐待にあっているようだ～」 

その効果 日常生活の中で手帳を使うという，何気ない行為から情報提供できる 

問題点 啓発のための冊子，手帳，カレンダー，物品等を作成をしても配布数が

限られてくる。 

問題点への対策 予算措置等の見直しにより増刷するなど，配布の拡充に努める。 

今後の方向性 啓発物については内容，配布方法を吟味し，より効果の高い方法を探っ

ていきたい。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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 

 
目標達成のため

に講じた手段 

国・地方公共団体・女性団体などが連携・協力して行う「女性に対する

暴力をなくす運動」の期間に合わせ，DV についての情報を提供するパ
ネル展を開催した。（平成 20年 11月 12日(水)～25日(火) ジェフリー
すずかにて） 

その効果 ＤＶに関する認識が深まった。 

 
問題点 

依然として「配偶者からの暴力は犯罪にならない」「一部の人だけの問題

である」「被害者側にも悪い点がある」等の誤った認識が浸透している。

また，ＤＶを受けながら相談する機関等を知らずに，ひとり孤独に悩ん

でいる人も多い。  

問題点への対策 市民意識調査に新たにＤＶに関する質問を加えるなど，ＤＶに関する最

新の情報を発信していく。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

 
 
長寿社会課 
 
 

 
 
実施計画の内容 

鈴鹿亀山地区広域連合や健康づくり課と連携し，地域包括支援センター

が地域の高齢者虐待の相談窓口としての役割を担うことについて周知に

努める。また，高齢者虐待の内容等について，広報紙や研修会等を通じ

て周知に努め，高齢者虐待の予防に努める。 
（H17年度中に広域連合が策定する第 3期介護保険事業計画及び鈴鹿市
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長寿社会課 
 
 
 

が策定する高齢者保健福祉計画に基づき，方向性を定める。） 

目標達成のため

に講じた手段 
地域包括支援センター周知のため，広報へ取組内容など記載したパンフ

レット「地域包活支援センターだより」の折り込みを定期的に行ってい

る。 

その効果 地域包括支援センターの認知度も高まり，各種相談等増えている。 

 
問題点 

地域包括支援センターは，市内 4生活圏域毎に 1箇所設置されている。
地域包括支援センターの認知度は向上しているが，地域によっては移動

方法を解決する必要がある。 

問題点への対策 市内に 9 箇所ある在宅介護支援センターに家庭内での事故等に対応する
相談窓口を設置する。 

今後の方向性 継続して実施していく 

子育て支援

課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
ＤＶについての研修会を開催（136名参加）した。また，各種研修にお
ける DV・児童虐待に関するリーフレットの配布活動を行った。 

 
その効果 

ＤＶ・児童虐待に関する知識が市民に浸透しつつある。また研修会を通

じてＤＶ・児童虐待の早期発見・未然防止にも通報・協力等一定の効果

が見られる。 

 
問題点 

ＤＶ・児童虐待に対する認識は少しずつ高まっているものと思われるが，

ＤＶ被害者・被虐待者の中には，暴力を振るわれたり虐待を受けたりす

ることが人権侵害であるという認識がない人もいるなど，まだＤＶ・児

童虐待についての認識が十分でないと思われる。 

問題点への対策 ＤＶ・児童虐待は身近にある人権侵害であることや，ＤＶ・児童虐待問

題の本質と存在を広く周知・啓発を行う。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

健康づくり

課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
すくすくファミリー教室・子育てコース（参加者・230組），離乳食コー
ス（参加者 358組），親子クッキングコース（参加者 50組）を開催した。

その効果 育児に関する知識を習得することで，親子のふれあいや仲間づくりの機

会となり育児不安の軽減につながった。 

問題点 子育てで孤立化している人の仲間づくりの場にはなってはいるが，まだ

潜在化していることが考えられる。 

問題点への対策 健診や家庭訪問などの事業を通じて，今後もＰＲに努めたい。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

教育研究所 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
電話，面接，訪問相談等の実施によって，いじめ，暴力，虐待等を発見

し，解決に向けて学校や家庭と連携を図った。 

その効果 いじめに関する相談 17件，虐待に関する相談 5件に対応した。 

問題点 学校や家庭，関係機関との連携をさらに推進する必要がある。 

問題点への対策 学校や関係機関が情報を共有し，よりスムーズな連携を図る。 

今後の方向性 学校や家庭，子育て支援課等の他課ともさらに連携を深め，いじめ，虐

待等の未然防止・早期発見に努め，必要に応じてケース会議等を開く。
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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。 

 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

 
 
 
目標達成のため

に講じた手段 

・電話相談を毎週金曜日に面接相談を隔週金曜日に開設した。 
・女性のための弁護士相談を月二回水曜日に開設した。 
・事業チラシの広報，自治会回覧，窓口配置などにより相談事業の周知

に努めた。 
・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。 
・電話・面接相談事業の PR カードを医師会の協力のもと，市内病院に
配置し，DV等人権侵害の早期発見・救済に努めた。 

その効果 DVや児童虐待の予防,早期発見に寄与した。 

 
問題点 

相談件数は年々増加してきており，その内容も多様化，複雑化，深刻化

してきている。相談事業を拡大し，常設体制が望ましいが，予算の確保

と相談員の確保が難しい。 

 
問題点への対策 

電話・面接相談日を増やす。また，ジェフリーすずかの相談事業の必要

性を様々な形でアピールして予算を確保する。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

長寿社会課 

 
 
実施計画の内容 

鈴鹿亀山地区広域連合や健康づくり課と連携を図り，地域包括支援セン

ターを拠点に地域の高齢者虐待の予防や早期発見のためのネットワーク

整備を進める。 
（H17年度中に広域連合が策定する第 3期介護保険事業計画及び鈴鹿市
が策定する高齢者保健福祉計画に基づき，方向性を定める。） 

 
目標達成のため

に講じた手段 

・虐待防止や早期発見のため，鈴鹿市高齢者虐待搾取等困難事例ネット

ワーク会議を月１回ペースで開催し，システム作り，研修，意見交換

を行っている。また今年度から権利擁護会議を開催している。 
・高齢者虐待マニュアルの作成。 
・高齢者虐待について広報等で周知した。 

 
その効果 

・各関係機関との連携がスムーズに行われる。 
・虐待等の案件が早期に解決できる。 
・市民に広く浸透し，各種虐待相談や困難事例相談など増加傾向である。

問題点 ・虐待によっては，即時判断が必要な場合があり，機動性に欠ける。 
・家族間で解決するような相談も増加。 

問題点への対策 機動的かつ専門的な意見が求められる組織の構築 

 
今後の方向性 

広く意見聴取や研修の場として虐待搾取等困難事例ネットワーク会議を

継続する。また，緊急性の求められる事案に対する専門的意見の聴取組

織を構築する。 

健康づくり

課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
市の主任児童委員に母子保健地域推進員を依頼し，健診未受診者の訪

問・受診勧奨，地域での子育て支援事業を実施した。 

その効果 推進員の活動により，地域での親子の見守りや子育て支援につながった。

問題点 地域により対象人数が少なく，活動に違いがあるため，十分な支援が行

われにくい。 

問題点への対策 市と母子保健地域推進員と，年に２回ほどの会議の開催を実施し支援の

ために連携を図っていく。 
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今後の方向性 継続して実施していく。 

子育て支援

課 

 
実施計画の内容 

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。 

目標達成のため

に講じた手段 
要保護・DV 対策地域協議会 代表者会議 年 2 回 実務者会議 年 3
回 個別ケース会議  年 35回開催（42名，32家庭） 

その効果 地域のネットワークを基軸にした相談機関との連携，及び児童虐待・DV
等早期発見・対応につながるケースが増加している 

問題点 単独機関による解決が困難である複雑な事例が増加している。 

問題点への対策 関係機関との連携を密にし，多数の機関で案件に応じた効果的な関わり

ができるように努める。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市要保護児童地域対策協議会に参加し，連携強化を図った。 

その効果 関係所属・団体の情報交換が行われた。 

問題点 DV被害者は増えており，更に予防や早期発見に努める。 

問題点への対策 関係機関との連携を密にする。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

健康づくり

課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市要保護児童地域対策協議会に参加し，関係機関と情報を共有し子

育てに不安を抱える家庭の訪問を実施した。 

その効果 関係機関と連携しながら訪問を実施することにより，虐待の予防と早期

発見につながった。 

問題点 要保護児童への訪問は連携を取り実施しているが，まだ子育てに不安を

抱える家庭は潜在している可能性がある。 

問題点への対策 対象児の把握に健診や相談などの場面を通じ把握していくように努めて

いく。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

教育研究所 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会に年間３回参加し，ＤＶ・児童虐待

防止のために関係者が情報の共有化を図り，援助などの対応策を模索し

合い，一体となって支援活動を行うために，関係機関や団体がつながり

をもった組織的な連携を図った。 

 
その効果 

虐待に関する相談 5件に対応した。 
相談から，学校，家庭児童相談室，児童相談所との連携で一時保護へと

つなぐことができた事例もあった。 

問題点 学校や関係機関との連携をさらに推進する必要がある。 

問題点への対策 学校や関係機関が情報を共有し，よりスムーズな連携を図る。 

今後の方向性 今後も鈴鹿市要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会の一員として，さらに，

電話，面接，訪問相談等を通して児童虐待等の予防と早期発見に努める。

 
 



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 

52 
 

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。 

 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。

目標達成のため

に講じた手段 
被害者から電話相談などがあった場合関係機関に連絡し，的確に情報を

伝え，被害者の保護・救済できるよう体制を整えている。 

その効果 被害者に対して緊急に対応できる。 

問題点 相談を受けるものが関係機関について，詳しい内容を知らない。 

問題点への対策 関係機関と会議を持って情報を得る。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

長寿社会課 

 
実施計画の内容 

高齢者虐待の防止のため，地域包括支援センター，警察等関係機関との

ネットワークづくりを進め，被害者保護等の体制づくりを進める。（H17
年度中に広域連合が策定する第 3 期介護保険事業計画及び鈴鹿市が策定
する高齢者保健福祉計画に基づき，方向性を定める。） 

 
目標達成のため

に講じた手段 

虐待防止や早期発見のため，鈴鹿市高齢者虐待搾取等困難事例ネットワ

ーク会議を月１回ペースで開催し，システム作り，研修，意見交換を行

っている。また今年度から権利擁護会議を開催している。 
・高齢者虐待マニュアルの作成。 
・高齢者虐待について広報等で周知した。 

 
その効果 

・各関係機関との連携がスムーズに行われる。 
・虐待等の案件が早期に解決できる。 
・市民に広く浸透し，各種虐待相談や困難事例相談など増加傾向である。

問題点 ・虐待によっては，即時判断が必要な場合があり，機動性に欠ける。 
・家族間で解決するような相談も増加する。 

問題点への対策 機動的かつ専門的な意見が求められる組織の構築。 

今後の方向性 継続して実施していく 

子育て支援

課 

 
実施計画の内容 

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。 

目標達成のため

に講じた手段 
児童虐待に関する件数 78 件 配偶者からの暴力に関する相談 49 件
について各機関連携の下，相談・対応した 

その効果 児童虐待・DV について，各機関連携のもとに情報の共有・対応を実現
しており，早期発見，被害者の保護に至っている 

問題点 単独機関による解決が困難である複雑な事例が増加している。 

問題点への対策 関係機関との連携を密にし，多数の機関で案件に応じた適切な関わりが

できるように努める。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

 
 
 
健康づくり

課 
 
 
 
 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
関係機関と連携して育児に困難さを抱える家庭への訪問と見守りを実施

した。 

その効果 関係機関と情報を共有し，連携しながら訪問を実施することにより虐待

の予防と適切な育児支援につながった。 

問題点 要保護児童への訪問は連携を取り実施しているが，まだ子育てに不安を

抱える家庭は潜在している可能性がある。 

問題点への対策 対象児の把握に健診や相談などの場面を通じ把握していくように努めて
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健康づくり

課 
いく。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

教育研究所 

実施計画の内容 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･青少年課

等の関係機関と連携を図り，相談体制の充実に努める。 

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会，青少年健全育成協力者会議

の一員としてネットワーク強化に努めた。 

その効果 各関係機関と連携し，情報の共有化を図ることにより，再発防止の効果

があった。 

問題点 学校や関係機関との連携をさらに推進する必要がある。 

問題点への対策 学校や関係機関が情報を共有し，よりスムーズな連携を図る。 

今後の方向性 今後も，鈴鹿市要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会，青少年健全育成協

力者会議の一員として連携を図り，情報の共有化に努める。 

 
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。 

 

子育て支援

課 

 
実施計画の内容 

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。 

 
 
目標達成のため

に講じた手段 

女性相談員を 1名配置 DV被害者等女性対して助言・指導を行った。
同時に年間を通じて各種研修に参加し専門的な知識の研鑽及び相談技術

の向上に努めた。 
配偶者からの暴力被害女性の受理件数 49名             

配偶者からの暴力被害の処理状況 一時保護 7件          
母子生活支援施設への入所 1件 

その効果 相談業務を通じて被害者への支援及び自立に関するサポートすることが

できた。   

問題点 新規ＤＶ件数は増加しており，又継続的な関わり及びケアが必要とされ

る案件が増加している。 

問題点への対策 適切な助言・指導を行うことができるよう各種研修・学会に参加し相談

技術の向上に努める。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

生活支援課 

実施計画の内容 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｡ 

目標達成のため

に講じた手段 
個々のケースごとに生活保護の適用を検討し，保護の要否を判断した。

その効果 DV 被害者に対して生活保護を適用することにより，経済的な困窮に陥
ることがなかった｡ 

問題点 保護開始ケースに対する自立支援には様々な課題が考えられる。 

 
問題点への対策 

そのケースの自立阻害要因を分析し，その要因を一つずつ解消する必要

があり，そのためには警察署，医療機関などの関係各機関と連携し対応

を図る。 

今後の方向性 今後も取り組みを推進していく。 

 
 
住 宅 課 
 
 

実施計画の内容 DV被害者(子供を含む)に対し，福祉部局と協議のうえ，可能な範囲で，
緊急対策としての入居に対応する。 

目標達成のため

に講じた手段 
福祉部局との情報交換及び市営住宅管理人等との意見交換を随時実施。

その効果 市営住宅入居者及び DV 被害者に関するきめ細かい情報を入手し，迅速
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住 宅 課 
 

な対応が向上しつつある。 

問題点  
問題点への対策  
今後の方向性 継続して実施していく。 

 
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。 

 

人権政策課 

実施計画の内容 相談員養成研修等に積極的に参加し，認識を高める。 

目標達成のため

に講じた手段 
三重県人権センター主催「相談員資質向上講座」に参加した。 

その効果 研修に参加することにより人権相談においてスキルの向上が期待でき

る。 

問題点 相談を受けた場合に，各職員間で情報共有ができているか。また，対応

にバラツキがないか。 

問題点への対策 各職員が積極的に研修に参加し，様々な事例を学び，学んだことを職員

間で共有する。 

今後の方向性 今後もこの方向性を続けていきたい。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 女性のための電話・面接相談事業を充実する｡ 

 
目標達成のため

に講じた手段 

・電話相談を毎週金曜日に面接相談を隔週金曜日に開設した。 
・事業チラシの広報，自治会回覧，窓口配置などにより相談事業の周知

に努めた。 
・電話・面接相談事業の PR カードを医師会の協力のもと，市内病院に
配置した。 

その効果 相談件数が増加した。 

 
問題点 

相談件数は年々増加してきており，その内容も多様化，複雑化，深刻化

してきている。相談事業を拡大し，常設体制が望ましいが，予算の確保

と相談員の確保が難しい。 

 
問題点への対策 

・相談日を増やす。 
・ジェフリーすずかの相談事業の必要性をさまざまな形でアピールして

予算を確保する。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 女性のための弁護士相談事業を充実する｡ 

 
目標達成のため

に講じた手段 

・女性のための弁護士相談を月二回水曜日に開催した。 
・事業チラシの広報，自治会回覧，窓口配置などにより相談事業の周知

に努めた。 
・相談を通じて，被害者の把握に努め，担当課への早期連絡・対応に努

めた。 

その効果 多くの相談に対し，解決の糸口を見出し，相談者のエンパワメントでき

た。 

問題点 まだまだジェフリーすずかで女性のための弁護士相談を行っていること

が周知されていない。 

問題点への対策 事業チラシなどでＰＲをしていく。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

 
子育て支援

課 
 

 
実施計画の内容 

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。 

目標達成のため 児童相談 347件（虐待相談 108件 児童相談 239件）婦人相談 119
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子育て支援

課 
 

に講じた手段 件（配偶者暴力 34件）各関係機関の情報共有・連携の下，相談業務を
行った 

 
その効果 

児童虐待・DV 等の早期対応，及び対応後の再発防止に向けた各機関の
連携を可能とし，様々な社会資源を活用した効率的な体制の整備が進ん

でいる 

問題点 単独の相談窓口での解決が困難である複雑な案件が増加している。 

問題点への対策 庁内相談窓口との連携を密にし，案件に応じた効果的な関わりができる

ように努める。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

健康づくり

課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
関係機関と連携して育児に困難さを抱える家庭への訪問と見守りを実施

した。 

その効果 関係機関と情報を共有し，連携しながら訪問を実施することにより虐待

の予防と適切な育児支援につながった。 

問題点 育児に困難さを抱える家庭への訪問は連携を取り実施しているが，まだ

子育てに不安を抱える家庭は潜在している可能性がある。 

問題点への対策 対象児の把握について健診や相談などの場面を通じ把握し育児支援に努

めていく。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。

目標達成のため

に講じた手段 
鈴鹿市要保護児童地域対策協議会に参加し，連携強化を図った。 

その効果 関係所属・団体の情報交換が行われた。 

問題点 DV被害者は増えており，更に予防や早期発見に努める。 

問題点への対策 関係機関との連携を密にする。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

教育研究所 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
電話，面接または訪問相談等の実施によって，虐待などの早期発見に努

め，解決に向けて学校，地域，家庭，並びに関係機関との連携を図り取

り組んだ。 

その効果 虐待に関する相談 5件に対応した。 
ケース会議をもって解決に向けて取り組んだ事例もあった。 

問題点 学校や関係機関との連携をさらに推進する必要がある。 

問題点への対策 学校や関係機関が情報を共有し，よりスムーズな連携を図る。 

 
今後の方向性 

今後も，相談を実施することによって虐待等の早期発見に努め，事例に

応じて迅速に各関係機関と連携を図り，必要に応じてケース会議を実施

する。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。

目標達成のため

に講じた手段 
家庭児童相談室や市民対話課と会議を行い，各相談内容や課題について

話し合った。 

その効果 情報交換ができ，連携がとりやすくなった。 

問題点 情報が不十分である。 

問題点への対策 会議を複数回行う。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 
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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。 

 

人 事 課 

 
実施計画の内容 

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。 

目標達成のため

に講じた手段 
新規採用職員研修や管理職研修の場においてセクハラ・パワハラ等に関

する注意を促すとともに相談についても周知した。 

その効果 セクハラ・パワハラ等の予防や問題が発生した場合に備えることができ

る。 

問題点 予防に努めることが課題 

問題点への対策 予防に努めるためにはあらゆる機会での注意喚起が必要。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

人 事 課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
外部機関の相談窓口を周知した。 

その効果 セクハラ・パワハラ等の予防や問題が発生した場合に備えることができ

る。 

問題点 予防及び再発防止に努めることが課題。 

問題点への対策 あらゆる機会での注意喚起および問題が発生した場合の関係機関との連

携。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

学校教育課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

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年 1回以上実施することを学校長に求めた。また，
冊子「体罰やセクシュアルハラスメントのない学校をめざして」を校内

研修等で使用させている。 

その効果 各校において研修会が実施され，教職員の意識が高まった。 

問題点 新規採用教職員や管外から転入する教職員に対して，研修等を行う必要

がある。 

問題点への対策 毎年，継続して行うことで，新しい教職員に啓発等を行う。 

今後の方向性 今後も取組を継続していく。 
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施策の方向（２） メディアにおける人権尊重 

 
施策細目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。 

 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 男女共同参画に係る講座等の中で「メディア・リテラシー」について触

れ，より多くの人に考えてもらうきっかけづくりを行っていく 

目標達成のため

に講じた手段 
「メディアのなかの女と男」と題して，メディアリテラシーに関する講

演会を行った。 

その効果 テレビ報道の特徴を学んでいただくとともに，コマーシャルの中にみら

れる固定的性別役割分担を読み取る力をつけていただいた。 

問題点 今年はメディア・リテラシーに関する講演会を開くことができたが，毎

年できるわけではない。毎年できる方法を考えていく必要がある。 

問題点への対策 メディア・リテラシーに関するパネルも作成する。また，職員が講師と

なる出前講座の中でもメディア・リテラシーについて，触れていく。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく 

教育研究所 

実施計画の内容 情報教育に関する研修講座を開設する。 

目標達成のため

に講じた手段 
情報モラルに関する研修講座「情報モラル，今子どもたちに伝えるべき

こと－学校裏サイト，プログへの対応－」を開催した。 
情報教育に係るパソコン研修会を実施した。 

その効果 研修講座に 54名の参加があった。また，パソコン研修会に 118名の参加
があった。 

 
問題点 

携帯電話に関して，子どもが被害にあう事件が多く，更に情報モラルに

ついての研修の場が必要である。また，パソコン研修会については，会

場の都合もあるが，平日の放課後の開催で 1 回の参加者が少ないときが
ある。 

問題点への対策 情報モラルに関する研修講座をもつ。 
パソコン研修会の開催時期を見直す。 

今後の方向性 今後も情報に関するモラルに関する研修講座を開催する。 
パソコン研修会は夏季休業中の開催を考える。 
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施策の方向（３） 心と体の健康づくり支援 

 

施策細目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。 

 

健康づくり

課 

実施計画の内容 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。) 

目標達成のため

に講じた手段 
助産師，薬剤師，栄養士，保健師等により，女性のこころとからだの変

化，健康で過ごすための食生活等について 5 回シリーズでセミナーを実
施した。 

 
その効果 

更年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につなげ，健康づくりを

するための支援となった。 

問題点 シリーズの構成，内容についてさらに充実させていく必要がある。 

問題点への対策 参加を促すような内容の企画と講師の選定に取り組む。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

健康づくり

課 

実施計画の内容 思春期の健康セミナーについては，思春期保健と母子保健の関係から今

後関係課と連携し，実施について検討していく。 

目標達成のため

に講じた手段 
・助産師会と協力して，幼稚園・小学校・中学校での性教育（心の教育）

を実施した。 
・学童期における生活習慣病に相談会を実施した。 

 
その効果 

幼児期から学童期の多感な時期に専門職の助産師から性教育についての

話を聞くことで，知識の習得ができ，心や体の健康づくりついての力を

身につけることができた。・生活習慣病の相談会に参加して，学童期の健

康な食生活や運動をしり健康に過ごせるようになる。 

問題点 相談会は人数が少なく，一部の人に限られていることがある。 

問題点への対策 生活習慣病相談会のＰＲに努め，健康づくり課の事業の中で協力してい

く。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

健康づくり

課 

実施計画の内容 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。

目標達成のため

に講じた手段 
妊娠後期から産後 56 日までの妊産婦を対象に出産前後小児保健指導事
業を実施した。 

その効果 医療機関との連携により，妊産婦の育児不安の軽減が図られ，支援の必

要な妊産婦の早期発見と早期支援につながった。 

問題点 妊娠・出産人数からするとまだ，育児不安を抱えている妊産婦が潜在し

ていると思われる。 

問題点への対策 本事業について，妊婦教室や母子健康手帳交付時に妊産婦に周知し利用

を促していくことに努める。 

今後の方向性 継続して実施していく。 
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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。 

 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 電話相談・面接相談事業を実施する。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

・電話相談を毎週金曜日に面接相談を隔週金曜日に開設した。 
・事業チラシの広報，自治会回覧，窓口配置などにより相談事業の周知

に努めた。 
・電話・面接相談事業の PR カードを医師会の協力のもと，市内医療機
関に配置した。 

その効果 相談件数が増加した。 

 
問題点 

相談件数は年々増加してきており，その内容も多様化，複雑化，深刻化

してきている。相談事業を拡大し，常設体制が望ましいが，予算の確保

と相談員の確保が難しい。 

 
問題点への対策 

・相談日を増やす。 
・ジェフリーすずかの相談事業の必要性をさまざまな形でアピールして

予算を確保する。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

健康づくり

課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
こころの健康に関する相談に電話・来所・訪問により対応，鈴鹿保健福

祉事務所を中心とした鈴鹿地域精神保健福祉連絡会（担当者会議）に出

席し，精神保健福祉の関係機関との連絡調整を図った。 

その効果 関係機関との連携を密にすることで，各機関の役割分担がスムーズに行

え適切な対応ができる。 

問題点 担当者会議だけでは十分な連携が難しい。 

問題点への対策 それぞれの機関の事業のなかで必要に応じて，よりきめ細かな連携を図

っていく。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

健康づくり

課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
産婦人科医による市民健康相談事業を年 1回実施した。 

その効果 女性の病気についての専門的な話を聞く場となり，女性自身の病気や問

題について気づきの場となった。 

問題点 専門的な話に集中する傾向がある。 

問題点への対策 広く女性のこころとからだについて相談できる内容を検討する。 

今後の方向性 継続して実施していく。 

 

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。 

 

 
 
 
人権政策課 
 
 
 

実施計画の内容 啓発冊子，手帳，カレンダー，物品等を作成し，啓発を行う。 

目標達成のため

に講じた手段 
「鈴鹿市人権擁護に関する施策基本方針」の中の女性の人権問題の項で，

リプロダクティブ・ヘルス/ライツの重要性に触れている。 

その効果 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ意義と重要性が女性の人権問題と密接
な関係があることが理解できる。 

問題点 配布先，及び配布数の工夫。 

問題点への対策 各種講演会に積極的に配布する。 
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人権政策課 今後の方向性 啓発物については内容，配布方法を吟味し，より効果の高い方法を探っ

ていきたい。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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 

目標達成のため

に講じた手段 
ホームページのキーワード集に，リプロダクティブ・ヘルス/ライツの掲
載を引き続き行った。 

その効果 リプロダクティブ・ヘルス/ライツの啓発につながった。 

問題点 ホームページのキーワード集に掲載するだけでは，取り組みが弱い。 

問題点への対策 パネルを作成するなどして，さらに啓発していく。 

今後の方向性 継続して取り組みを進めていく。 

健康づくり

課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

プレパパ・ママ教室を開催し，出生前から夫婦で子育てを行う教育を行

った。 
壮年男性を対象とした料理教室（食生活改善推進協議会へ委託）を開催

し，男性の食生活への関心を促す。 

 
その効果 

男性の妊娠に対する理解度が高まり，育児等の参加がみられるようにな

る。 
男性の調理から食生活への興味を引き出す。 

問題点 参加者のかたより 

問題点への対策 広く市民が参加できるよう啓発する 

今後の方向性 継続して実施していく。 

  
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。 

 

指 導 課 

実施計画の内容 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。 

 
目標達成のため

に講じた手段 

・「夢工房ー達人に学ぶー」事業で，産婦人科医等から，生命の尊重，性

についての話を聞く機会を設定している。 
・小学校の保健領域，中学校の保健体育，道徳の時間，総合的な学習の

時間等で健康や性に関する学習をしている。 
・健康に関するポスターやパンフレット類を配布している。 

その効果 基本的な生活習慣がついてきたり，食生活に対する正しい知識がついて

きた児童生徒が増えてきている。 

問題点 夢工房の事業では，講師との日程等の調整が難しい。 

問題点への対策 学校からできる限り早く希望を聞き，調整をしている。 

今後の方向性 今後も継続していく。 

指 導 課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
男女が互いを正しく理解し，尊重し合えることを目指して，性に対する

教育や道徳教育等の充実に努めるよう指導している。 

その効果 自他を認め，互いを尊重し合う仲間・学級づくりを目指す取組が進んで

いる。 

問題点 性教育や道徳教育に関する要請が少なくなってきている。 

 
問題点への対策 

教科等の研究授業の要請時にも，基盤は学級づくりにあり，自他を認め，

互いを尊重し合う仲間づくり・学級づくりの大切さを指導・助言してい

る。 

今後の方向性 家庭や関係機関と連携した取り組みを進める。 

 



施策の方向（３） 心と体の健康づくり支援 

   61 
 

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少数者への偏見解消に努め

ます。 

 

健康づくり

課 

実施計画の内容 健康展等を利用して啓発を行う。 

目標達成のため

に講じた手段 
国，県の発行する啓発文書等を健康展で配布。 

その効果 今後の効果に期待したい。 

問題点 啓発する場の年齢が一定（乳幼児健診・高齢者教室等）しているため理

解してもらえるかが課題。 

問題点への対策 啓発を進める 

今後の方向性 継続して実施していく。 

男女共同参

画課 

実施計画の内容 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。 

目標達成のため

に講じた手段 
ジェフリーすずかホームページの「女性学キーワード」において，「性の

商品化」や「性同一性障害」を取り上げ，啓発を行った。 

その効果 用語の認知度があがった。 

問題点 ホームページ上の啓発だけでは，十分ではない。 

問題点への対策 パネルを作成するなどして，更に啓発を進める。 

今後の方向性 継続して取り組みを実施していく。 

 


