
Ⅰ－１ Ⅰ－１

Ⅰ 男女共同参画に関する意識の普及と教育の推進

１ 男女共同参画について県民の理解を深めるための広報の充実

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

情報誌の発行 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において
情報誌「Frente」を発行

年４回発行、各10,000部（9月は2,000部増刷）

出前トーク等の実施 ・年間 85回 （うち、フレンテトーク 32回）
対象：市町村、各種団体等

男女共同参画強調
月間

・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
毎年6月を男女共同参画強調月間と定め、パネル展、
登録団体の活動発表や映画上映を実施

生活部男女共同参画
室

男女共同参画に ・男女共同参画センター「フレンテみえ」のホーム 生活部男女共同参画
関する学習機会の ページ上で「男女共同参画ゼミ」を実施 室
提供 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、

 施設見学や講演を内容とするウエルカムセミナー
 を実施

実施回数11回 参加者延べ138人
対象： 市町村、団体、教育機関等

啓発・研修資料 ・基本的な考え方に関するパンフレット等を活用
  した啓発

生活部男女共同参画
室

ラジオスポット ・男女共同参画週間(6/23～6/29)・女性に対する
暴力をなくす運動(11/12～11/25）期間中に
ラジオスポットを放送

各種団体等との連携・アイリス21推進連携会議において、構成団体との
意見交換及び情報提供を行った。

生活部男女共同参画
室

開催回数：全体会３回、企画部会３回

トップセミナーの開催・アイリス21トップセミナーの開催
平成18年2月11日（土・祝）
場 所 津市芸濃総合文化センター

講 師 住田裕子（弁護士・内閣府男女共同参画
会議議員・獨協大学特任教授）

参加者 約400名

男女共同参画 ・男女共同参画フォーラム
フォーラムの開催 平成17年11月18日～11月19日

三重県男女共同参画センター
各部局との合同分科会の開催、シンポジウム、
ワークショップ、パネル展など
参加人数：延べ636名

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室
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Ⅰ－１ Ⅰ－１

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

男女共同参画の
視点で進める地域
づくり事業

・県内８地域において、県民、NPO、行政等からなる
実践組織を設置し、地域の特性に応じた取組を
行った。

生活部男女共同参画
室

活動事例：ミニ講座、行政職員に対する研修
    実施、ＤＶ相談機関一覧カードの配付、防災に

役立つファミリーデイキャンプの実施、教育
機関への啓発等

・地域づくり事業交流発表会の開催

  各地域における活動を発表しあうとともに、
 男女共同参画に関する情報交換等を行った。
  平成18年3月15日（水）
  場所:男女共同参画センター「フレンテみえ」
  参加者数：77人

男女共同参画
推進員の設置

・地域における男女共同参画に関する情報の収集・
  発信の核となる男女共同参画推進員を市町村に
  配置するとともに、推進員研修会及び情報交換会
  を実施
配置数：24市町・71人（18.3.31）
研修会：２回開催（参加者延べ人数 91人）
情報交換会：県内６地域で開催（参加者 84人）

企業等向けの啓発 ・啓発物品（男女共同参画に関するキャッチコピーを
  印刷したシール）を作成、企業等に使用を協力依頼
   26事業所・団体

生活部男女共同参画
室

啓発資料の作成 ・県内の企業等で主体的に研修を行ってもらうための
  研修教材の作成
Ｈ17年度は「女性の人権」についての研修教材を
作成、配付した

生活部人権・同和室

人権フォトコンテスト ・人権フォトコンテストを実施 455点の応募 生活部人権・同和室

平成18年1月21日～22日 メッセウイングみえ

参加者数  6,500人

差別をなくす強調
月間

・差別をなくす強調月間（11/11～12/10）にテレビ
  スポットを放映 街頭啓発の実施
ポスターの募集作成等を実施

広域人権まちづくり
事業

・県民局単位に組織している広域人権まちづくり事業
推進協議会が中心となってミニ人権講座、出前
講座、講演会などを実施

生活部人権・同和室

生活部人権・同和室

生活部男女共同参画
室

人権フォーラムの
開催

生活部人権・同和室
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Ⅰ－２ Ⅰ－２

２ 学校等における男女共同参画教育の推進

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

教職員向け研修 ・男女共同参画社会を実現するための教職員用リーフ
レット、ネットワークを利用した職員研修講座
「ネットDE研修」等を活用し、各学校において研修
会を実施した。

教育委員会高校教育
室・小中学校教育室

取組状況調査 ・男女共同参画に係る取組状況調査を実施した。 教育委員会高校教育
室・小中学校教育室

高等学校教育での
推進

教育委員会高校教育
室

男女共同参画研修 ・総合教育センターにおいて、男女共同参画に関する
研修会を企画

研修講座 １講座

教育委員会研修指導
室

・総合教育センターにおいて、県内の教職員を対象に
男女共同参画に関する研修を実施
（受講者数 369人）

教育委員会研修指導
室

人権保育大学講座 ・保育士を対象に人権保育大学講座を実施
登録受講者数 ８８人

地域づくり事業での ・男女共同参画の視点で進める地域づくり事業で、 生活部男女共同参画
啓発 高校におけるワークショップ開催や公開授業 室

などの取組を行った

教材の開発 ・若年層向けの教材の開発 生活部男女共同参画
室

健康福祉部こども家
庭室

・家庭科では男女で築く家庭生活について、公民科で
は職業生活や社会参加における男女共同参画につ
いて、また、総合的な学習の時間やホームルーム
活動において、自分の適性や将来設計に基づいた
主体的な進路選択の在り方について学習を進めた。
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Ⅰ－３ Ⅰ－３

３ 生涯を通じた学習機会の充実

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

出前トーク等の実施 ・年間 85回 （うち、フレンテトーク 32回）
対象：市町村、各種団体等

住民等への取組 ・市町村担当者職員研修において、男女共同参画 生活部男女共同参画
支援 センター「フレンテみえ」が作成した男女共同 室

参画講座開催マニュアルをテキストにした研修
を実施し、市町村の住民等に対する取組を支援

ＨＰによる学習機会 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」のホーム 生活部男女共同参画
の提供 ページ上で男女共同参画ゼミを実施 室

企画・運営サポーター・男女共同参画センター「フレンテみえ」事業の企画 生活部男女共同参画
の養成 から広報・運営など実践できる人材を養成し、企画 室

運営を協働で実施

・日本まんなか共和国男女共同参画フォーラム～ 生活部男女共同参画
2005滋賀～に合同分科会主催団体を派遣。また 室
参加者を募集し県独自研修を実施

事業での託児実施 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」が主催する
 全ての事業について託児を実施。総合文化センター
 では、一部の主催事業で託児を実施

生活部男女共同参画
室

トップセミナーの開催・アイリス21トップセミナーの開催
平成18年2月11日（土・祝）
場 所 津市芸濃総合文化センター
講 師 住田裕子（弁護士・内閣府男女共同参画
会議議員・獨協大学特任教授）

参加者 約400名

いきいき親子サポー ・いきいき親子サポート人材養成講座の実施
ト事業 修了生 98名

・いきいき親子サポート講座の実施
 25講座 参加者数 801人

社会教育主事等
向け研修

・社会教育主事など社会教育に関わる職員や団体の
  指導者などに対する研修会を実施

教育委員会生涯学習
室

実施回数 2回
参加者数 延べ139人

日本まんなか共和
国男女共同参画
フォーラムへの派遣

生活部男女共同参画
室

教育委員会生涯学習
室

生活部男女共同参画
室
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Ⅰ－３ Ⅰ－３

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

男女共同参画推進 ・県内各市町に男女共同参画推進員を配置し、様々な
員の配置 情報を提供した。また、男女共同参画推進員研修会

を２回実施するとともに、県内・県外研修の機会を
設けた。 推進員 71人（H18.3.31現在）

男女共同参画の
視点で進める地域
づくり事業

・県内８地域において、県民、NPO、行政等からなる
実践組織を設置し、地域の特性に応じた取組を
行った。

生活部男女共同参画
室

活動事例：ミニ講座、行政職員に対する研修
    実施、ＤＶ相談機関一覧カードの配付、防災に

役立つファミリーデイキャンプの実施、教育
機関への啓発等

・地域づくり事業交流発表会の開催
  各地域における活動を発表しあうとともに、
男女共同参画に関する情報交換等を行った。

 平成18年3月15日（水）
 場所:男女共同参画センター「フレンテみえ」
 参加者数： 77人

女性史の作成 ・三重県の近代以降の女性史を作成するための資料
収集と県民参画型の作成を目指し、講座・検討
委員会を開催
［講座］全４回開催 参加者数 延べ７６人
［報告会］全７回開催 参加者数 延べ６８名
［検討委員会］１回開催 参加者数 ７名

エンパワメント講座 ・地域やフレンテみえを拠点に活動できる人材育成を
の開催 目的とした講座を開催

<女性のライフサイクル研究コース>全１０回
開催場所：男女共同参画センター
参加者数：延べ４１０名
<ＣＲグループ運営コース>全８回
開催場所：男女共同参画センター
参加者数：延べ７７名

男性講座の実施 ・男性を対象とした講座の実施
7月 一般コース
5～3月  専門コース
参加者数 一般コース延べ 54名、

            専門コース延べ105名

・家庭教育パンフレット「つくしんぼ」の発行
年３回発行

生活部男女共同参画
室

家庭教育パンフレッ
トの発行

教育委員会生涯学習
室

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室

73



Ⅰ－４ Ⅰ－４

４ 事業者等に対する広報・啓発の充実

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

「三重の労働」の ・「三重の労働」の発行 生活部勤労福祉室
発行 年7回発行 各 1,700部

男女共同参画に関する記事 18回掲載

情報発信 ・ホームページ「おしごと三重」への掲載 生活部勤労福祉室

雇用均等セミナー
の実施

・男女雇用機会均等法を周知するため、雇用均等セミ
ナーを開催
平成17年6月9日（木）
場所：生涯学習センター大研修室
講師:成城大学法学部教授 奥山明良
参加者数：161人

企業表彰の実施 ・公募制による企業表彰及び応募企業へのインタ
ビュー調査を実施
男女がいきいきと働いている企業三重県知事

表彰選考委員会により、14企業を最終選考し、
３企業に知事表彰を行った。

表彰受賞企業の
事業への参画

・「男女共同参画フォーラム」の分科会において、
  知事表彰（男女がいきいきと働いている企業表彰）
  受賞企業の代表者をパネリストにシンポジウムを
  開催

生活部勤労福祉室

  平成17年11月18日（金）
場所 男女共同参画センター「フレンテみえ」
パネリスト：受賞企業のうち6社

  コーディネーター：女性と仕事研究所
                      代表 金谷 千慧子
参加者数 43人

パートタイム労働 ・パートタイム労働セミナー 生活部勤労福祉室
セミナーの開催 平成17年11月16日（水） 場所：プラザ洞津

講師：（株）大和シンク・エージェンシー
         代表 石橋 貞人

参加者数 54人

ワークライフバラン ・「ワークライフバランスと次世代育成支援シンポ 生活部勤労福祉室
スに関するシンポ   ジウム」を開催。
ジウム 平成18年3月13日（月）場所：サンワーク津

講師：中央大学教授 広岡守穂
参加者数：81人

生活部勤労福祉室

生活部勤労福祉室
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Ⅰ－４ Ⅰ－４

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

一般事業主行動
計画策定の啓発

・次世代育成支援対策推進法に基づく企業の「一般事業主
行動計画」の策定、実施、取組状況に関し、関係機関や
関係団体と連携をして、啓発に努めた。

生活部勤労福祉室

各種団体等との連携・アイリス21推進連携会議において、構成団体との
意見交換及び情報提供を行った。

生活部男女共同参画
室

開催回数：全体会３回、企画部会３回

トップセミナーの開催・アイリス21トップセミナーの開催
平成18年2月11日（土・祝）
場 所 津市芸濃総合文化センター
講 師 住田裕子（弁護士・内閣府男女共同参画
会議議員・獨協大学特任教授）
参加者 約400名

企業等向けの啓発 ・啓発物品（男女共同参画に関するキャッチコピーを
  印刷したシール）を作成、企業等に使用を協力依頼
   26事業所・団体

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室
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Ⅰ－５ Ⅰ－５

５ マスメディアへの対応

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

報道機関への情報
提供

・報道機関に対して、県の男女共同参画に関する事業
について積極的に情報提供を行い、男女共同参画
意識の普及等を行った。

生活部男女共同参画
室
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Ⅰ－６ Ⅰ－６

６ 国際的な動きへの対応と活動支援

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

多文化共生社会
実現への取組

・共生社会実現に向けて、在住外国人への情報提供、
  生活相談、外国人児童の居場所づくり、医療通訳
  派遣制度の普及等の取組を進めた。
・多文化共生社会づくりを進めるため、愛知県、岐阜
  県、三重県、名古屋市の三県一市知事市長会議に
  て、多文化共生社会づくり推進共同宣言に知事が
  署名した。

生活部国際室

国際情報の提供 ・「男女共同参画フォーラム～みえの男女2005～」
にて、『北欧の子育て支援事情』をテーマに
男女共同参画センター「フレンテみえ」が中心
 となって、ワークショップを主催

・ 男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
「世界女性会議と北京+１０のあゆみ」のパネル展示

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室
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