
計画－１ 計画－１

１ 県の推進体制の充実と率先実行

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

・男女共同参画推進会議及び同幹事会を開催した。
開催回数 推進会議1回、幹事会3回

職員研修の実施 ・三重県人材育成ビジョンに基づき、キャリアステー
ジ研修、マイセルフ研修等を実施した。

総務部職員研修セン
ター

女性職員の登用 ・「女性登用の推進」を平成22年度人事異動方針の項
目に掲げた。
 平成22年4月 室長以上の女性職員 36人(知事部局）

総務部人材政策室

労使協働の取組 ・労使協働委員会男女協働小委員会の取組の一環とし 総務部人材政策室
て開催した職能別懇談会において、女性職員の登用
・配置について意見交換を行った。
 （平成23年1月に開催）

県庁における労働
時間短縮に向けた
取組

・年間の総勤務時間目標を定め、時間外勤務の縮減や
  年次有給休暇の取得促進などを推進する総勤務時間
  縮減運動に労使協働で全庁的に取り組んだ。

総務部経営総務室

多様な勤務形態の
検討

・多様な勤務形態について、公務員制度改革や次世代
育成支援、育休法等の改正を視野に入れ、検討を
行った。

・平成22年6月30日から、家族看護休暇の取得日数拡
大、短期介護休暇の新設、育児休業等をすることが
できる職員の範囲拡大、再度の育児休業をすること
ができる特例の新設、再度の育児休業等をすること
ができる特別の事情の改正、時間外勤務免除の規定
の新設等の改正を実施した。

総務部人材政策室

女性職員の採用 ・三重県職員採用試験説明会にて、仕事と家庭生活の
両立についての疑問や不安に対する質問に応え、男
女双方の理解が深められるよう「ワーク・ライフ・
バランスコーナー」を設置したほか、三重県職員等
採用案内ホームページに「女性職員の声」を掲載す
るなどＰＲを行った。

人事委員会事務局

（平成22年度説明会参加者数【12月開催：264人、
3月開催：251人】、うちワーク・ライフ・バラン
スコーナー参加者数【12月開催：20人、3月開催：
19人】）

計画の推進

男女共同参画推進
会議の開催

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室
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計画－１ 計画－１

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

「子育て支援アク
ションプラン」の
推進にむけた取組

[次世代育成支援推進委員会の開催]
・次世代育成支援推進委員会を定期的に開催し、第二
期特定事業主行動計画の取組を推進するとともに、
職員の子育てに関するアンケートや、子育てのため
の休暇取得プログラムの策定等について議論した。
開催回数 3回

教育委員会事務局人
材政策室

[制度の周知等による子育て支援の機運の醸成]
・事務局職員及び県立学校教職員を対象に、次世代育
成支援の研修会を11月に開催した。
参加者：（講演会）67人 （座談会）21人

・基本研修（初任者研修、新任校長研修、新任教頭研
修）の選択研修として、「ネットＤＥ研修」の指定
講座に次世代育成を支援する内容を入れている。

・毎月１回以上、事務局職員又は県立学校教職員の子
育て体験談をメールマガジンにより情報提供した。
発行数 14回

・子育て中の男性職員を対象に、「父子健康手帳」を
配付した。

・子育て支援制度に関する啓発冊子「育児休業等Ｑ＆
Ａ」「育児短時間勤務制度Ｑ＆Ａ」の内容を更新
し、各所属へ配付するとともに、ガルーンへ掲載し
た。

・ハラスメント（ｾｸﾊﾗ･ﾊﾟﾜﾊﾗ）防止研修会を開催した。 総務部人材政策室
  平成22年10月13日（午前・午後）、11月11日、

11月12日、11月18日 （計5回）
  場所：県庁講堂  参加者：計623人
  講師：㈱ハートセラピー 代表取締役 柳原里枝子氏

対象者：管理職、新任副室長・課長
［相談窓口の設置］
・セクハラ・パワハラ外部相談窓口を設置した。

相談方法 専門相談員が電話で対応
相談時間 月・水・金・土・日 10時～21時

火・木 10時～22時

職員研修の実施 ・人権尊重の視点に立った行政の推進をはかるため、本
庁職員を対象に、8月に人権研修を実施しました。研
修テーマの一つに「女性の人権」を設定し、512名の
参加者があった。

生活・文化部人権・
同和室

セクシュアル・ハ
ラスメントの防止
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計画－２ 計画－２ 

２ 男女共同参画に関する実施計画の策定および施策評価の実施

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

自己評価・外部的
評価の実施

・男女共同参画に関する施策の進捗状況等について、
みえ政策評価システムによる自己評価及び三重県
男女共同参画審議会による外部的評価を実施した。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

年次報告書の作成 ・三重県男女共同参画年次報告書を作成し、県議会
へ報告した。

・自己評価、審議会による県の施策の実施状況に対す
る評価・提言、平成21年度事業実施概要、目標値
及び参考データ等を掲載した。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室
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計画－３ 計画－３ 

３ 男女共同参画に関する調査・研究、情報の収集と提供

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

教材の開発 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
「最新版 男女共同参画って何？」
「統計でみる三重の男女共同参画」
「三重県男女共同参画推進条例制定10周年記念」
啓発パネルを作成した。

女性史の活用 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
平成21年度に発刊した三重県の近代以降の女性史を
活用したパネル展を開催した。

ジェンダー統計 ・三重県の男女共同参画の状況をデータでまとめた
リーフレット（H21年度作成）を活用した講座
「統計で見る三重の男女共同参画」を開催した。

7月11日（日）参加者55人

男女共同参画に関
する資料データの
整理

・男女共同参画の状況（女性の参画、ワーク・ライフ
・バランスなど）を示す統計や資料について、収集
・整理を行った。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

73



計画－４ 計画－４ 

４ 男女共同参画に関する相談・苦情への対応

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

相談事業の実施 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
各種相談を実施した。

電話相談  1,914件
面接相談             89件
法律専門相談        123件
女性のための健康相談 60件
男性のための相談     27件

相談員の能力向上
・相談体制の整備

・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
毎月1回、相談コーディネーターから、対応困難な
事例についての問題の捉え方や援助方法について、
指導助言を受け、相談員の能力向上と相談体制の整
備を図った。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

広聴体制の充実 ・県政運営上の活用を図るため、県民の声データベー
  スシステムにより、県に寄せられた県民からの意見
  及びその対応結果を職員間で情報共有した。

政策部広聴広報室

・「知事と語ろう 本音でトーク」や「みえ出前トー
ク」を実施し、県民の皆さんとのコミュニケーショ
ンの機会を確保した。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室
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計画－５ 計画－５

５ 市町との協働

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

市町事業のＰＲ ・情報誌「フレンテ」及び「フレンテみえ」ホームペー
ジで市町のイベントや取組を紹介した。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

出前フレンテの実 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において市町
施 の事業に合わせて出前啓発事業（出前フレンテ）とし

てパネルプレゼンテーションを実施した。
実施回数：25回 参加者：延べ2,173人

    対象：市町、団体、企業等

市町担当者会議・ ・市町男女共同参画担当者会議・研修を開催した。
研修の開催 【開催回数】 1回

【日時・場所】
 平成22年10月15日(金) 三重県文化会館2階大会議室
【内容】
（午前の部）担当者会議
「第2次三重県男女共同参画基本計画（中間案）
などについて」

 （三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室）
（午後の部）担当者研修
「男女共同参画の視点で考える、ＣＳＲと
ダイバーシティ戦略」

   講師：一般財団法人ダイバーシティ研究所
                            代表理事 田村太郎 氏

基本計画等未策定
市町訪問

・基本計画未策定の町を訪問し、啓発事業の実施や県の
  支援メニューについて提示を行った。
また、審議会等委員への女性登用を積極的に行うよう
働きかけた。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

基本計画の策定 ・基本計画が未策定となっている地域において、基礎
促進 資料となる住民意識調査を実施し、計画策定の促進

を図った。
実施地域 3町

男女共同参画なん
でも相談室の実施

・主体的に男女共同参画に取り組もうとする市町や地域
社会に対し、活用できる資源やノウハウ、情報の提供
を行い、市町における条例・計画策定に対する支援お
よび地域における男女共同参画が進むよう助言等を行
った。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

市審議会への参画 ・津市、伊勢市及び伊賀市の男女共同参画審議会委員と
して参画した。

「ＣＩＴＹネット ・県内各市の男女共同参画担当者が一堂に会し、男女共
男女共同参画ｉｎ 同参画の業務に関する課題や問題点について話し合う
みえ」への参加 「ＣＩＴＹネット男女共同参画ｉｎみえ」に年2回出

席し、情報提供や意見交換を行った。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室
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計画－６ 計画－６

６ ＮＰＯ、各種団体等との連携

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

情報誌の発行・
ネットワーク化の
支援

・市民活動ボランティアニュースを発行(毎月1万部)
するとともに、ＮＰＯ等の活動やネットワーク化の
支援を行った。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

男女共同参画 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
フォーラムの開催   全体会､ワークショップ､基調講演､シンポジウム､

パネル展などを開催した。
日時：平成22年11月12日（金）、13日（土）
参加人数：延べ644人

直前の講師変更による影響等から、男性の参加者
目標40%を下回る結果となった。 ［実績25%］

出前トーク等の ・年間 106回 
実施 （うちフレンテトーク54回、出前フレンテ25回）

対象：市町、各種団体等

三重大学における
シンポジウムの共
催実施

・三重大学において、大学における男女共同参画の推
進をはかるとともに、多様な主体との連携・協働に
より地域の活性化を図ることを目的に「大学改革
シンポジウム～地域の活性化と男女共同参画の
推進～」を共催事業として実施した。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

日時：平成22年12月11日（土）10:00～16:30
場所：三重大学三翠ホール
参加人数：525名

登録団体等のつど
いを開催

・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
登録団体代表者のつどい及び登録団体等のつどいを
開催した。
平成22年4月26日（日）登録団体代表者のつどい
参加団体・人数 34団体 30人

平成23年1月29日（土）マイカップのつどい
参加団体・人数 27団体 36人

チャレンジ支援 ・女性のチャレンジ支援を総合的に支援するため、各
ネットワークの 支援機関からなる「三重県チャレンジ支援推進連携
設置 会議」を設置した。

構成団体数：30団体（23.3.31）
会議開催回数：全体会3回、部会3回

ＮＰＯからの協働 ・ＮＰＯ等から県と協働して取り組む事業提案や、
事業等提案 一緒に話し合いをおこなう協働ワークショップの

検討テーマの募集を行った。
（協働ワークショップ 2件採択）

協働事業のふりか ・ＮＰＯ等と県が協働して取り組んだ事業を検証する
えり ため、事業のふりかえりを行った。

（ふりかえりを行った事業 38事業）

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室
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計画－７ 計画－７

７ 男女共同参画センター「フレンテみえ」の機能の充実

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

ホームページの ・男女共同参画センター「フレンテみえ」のホーム
充実 ページ上で「男女共同参画ゼミ」を実施した。

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」を発行した。
年4回発行、各11,000部

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講演会、映画上映等を実施
した。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

〈香山リカさん講演会〉
6月5日（土）参加者462人
〈フレンテまつり〉
6月4日（金）・5日（土）参加者2,469人(48団体）

映画上映の実施 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」、
四日市市・鈴鹿市・名張市男女共同参画センター、
桑名市、伊賀市、亀山市、津市、伊勢市、志摩市、
尾鷲市、御浜町との連携により、「三重県内男女
共同参画連携映画祭2010」を開催した。
6月12日（土）会場：尾鷲市 参加者74人
           共催：フレンテみえ、御浜町

6月13日（日）会場：鈴鹿市 参加者200人
6月19日（土）会場：志摩市 参加者72人
6月20日（日）会場：伊賀市 参加者102人
6月26日（土）会場：亀山市 参加者273人
6月27日（日）会場：津市 参加者331人
6月27日（日）会場：名張市 参加者210人
6月27日（日）会場：伊勢市 参加者326人
7月3日（土）会場：四日市市 参加者238人
7月10日（土）会場：桑名市 参加者160人

・三重県総合文化センターのPR事業「三重そうぶん
シネマスクエア2010」で男女共同参画の視点でみる
映画上映を実施した。
9月10日（金）～12日（日）参加者945人（11日のみ）

男女共同参画 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
フォーラムの開催   全体会、ワークショップ､基調講演､シンポジウム､

パネル展などを開催した。
日時：平成22年11月12日（金）、13日（土）
参加人数：延べ644人

直前の講師変更による影響等から、男性の参加者
目標40%を下回る結果となった。 ［実績25%］

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室
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計画－７ 計画－７

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

ウェルカム ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
セミナーの実施   施設見学や講演を内容とするウェルカムセミナーを

  実施した。
実施回数12回 参加者延べ174人
対象：市町、団体、教育機関等

出前フレンテの実 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
施 市町の事業に合わせて出前啓発事業(出前フレンテ)

としてパネルプレゼンテーションを実施した。
実施回数 25回 参加者延べ 2,173人

    対象：市町、団体、企業等

出張トークの実施 ・フレンテトーク（出張トーク）を実施した。
実施回数 54回 参加者数 延べ2,577人

男性講座の実施 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
男性の地域・家庭等への参画を啓発する講座「男性
講座」を開催した。
 ［子育て世代］ 1回開催 27人
 ［定年世代］ 1回開催 23人

地域で活躍できる ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
人材育成講座 地域で活躍できる新しい人材育成を目的とした講座

を市町と連携し開催した。
 〈私の“おもい”を発信したい！～子育て、暮らし、
   働き方など～〉

全6回 参加者数：延べ111人

相談事業の実施 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
各種相談を実施した。
電話相談  1,914件
面接相談             89件
法律専門相談        123件
女性のための健康相談 60件
男性のための相談     27件

相談員の能力向上
・相談体制の整備

・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
毎月1回、相談コーディネーターから、対応困難な
事例について問題の捉え方や援助方法について、指
導助言を受け、相談員の能力向上と相談体制の整備
を図った。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

登録団体等のつど
いを開催

・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
登録団体代表者のつどい及び登録団体等のつどい
を開催した。
平成22年4月26日（日）登録団体代表者のつどい

参加団体・人数 34団体 30人
平成23年1月29日（土）マイカップのつどい

参加団体・人数 27団体 36人

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

78



計画－７ 計画－７

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

女性に対する暴力 ・県民に向けた啓発セミナーとして「女性に対する暴
防止セミナーの実 力防止セミナー」を名張市、名張市男女共同参画セ
施 ンターと連携し実施した。

平成22年11月21日（日）
開催場所：名張市役所大会議室
講師：森田ゆりさん

（エンパワメント・センター主宰)
朗読劇：名張音訳グループ「こだま」
参加者数：95人

ＤＶ被害者のケア ・ＤＶ被害者のケアや予防策として、男女共同参画セ
・予防策 ンター「フレンテみえ」で、自己尊重・自己主張ト

レーニングを実施した。
受講者数 自己尊重トレーニング 全5回 延べ108人

自己主張トレーニング 全5回 延べ93人
mini自己主張トレーニング 全3回 延べ31人

・若年層を対象としたＤＶ未然防止プログラムの開発
とそれを活用したセミナー等を実施した。（全6回）

エンパワメント ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
・スクールの開催 地域やフレンテみえを拠点に活動できる人材育成を

目的とした講座を開催した。
 <女性のためのパワーアップ・トレーニングコース>
全6回 参加者数：延べ125人

女性のためのパソ ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
コン講座 「生活困難を抱える女性」支援としてパソコン講座

と就労準備セミナーを開催した。
「母子家庭等の女性のためのパソコン講座」
参加者：延べ132人

「母子家庭等の女性のための就職準備セミナー」
参加者：延べ47人

共催事業の実施 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
男女共同参画・ＮＰＯ室以外との共催事業を実施。
NPO法人全国女性会館協議会との共催研修、パソコン
講座、ハローワーク津マザーズコーナーとの共催
就職準備セミナー、三重県文化会館、生涯学習セン
ターとの共催講演会、登録団体との共催講座を実施
した。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室
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計画－８ 計画－８

８ チャレンジ支援の体制づくり

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

チャレンジ支援 ・女性のチャレンジ支援を総合的に支援するため、各支
ネットワークの 援機関からなる｢三重県チャレンジ支援推進連携会議｣
設置 を設置した。

構成団体数：30団体（23.3.31）
会議開催回数：全体会3回、部会3回

チャレンジシンポ ・女性のチャレンジの気運醸成やその支援を啓発するた
ジウムの開催 め、講演会等を実施した。

「みえチャレンジシンポジウム」の開催
平成23年2月10日（木）
場所：三重県総合文化センター
講師：吉永みち子さん

(ノンフィクション作家)
参加者：217人

チャレンジ総合サ ・チャレンジ支援情報を掲載した総合サイト「みえチャ
イトの開設 レンジサイト」を開設した。

「みえチャレンジ ・意欲のある女性等の就業をはじめとした社会参画を支
プラザ」の設置 援するため、四日市市内に設置している「みえチャレ

ンジプラザ」において、チャレンジ相談や一時託児
等のサービスを提供した。
チャレンジプラザ利用者数 9,838人
相談件数 延べ853件

「みえチャレンジ
プラザ」の広報

・「三重の労働」などの各種媒体を通して、みえチャレ
ンジプラザについて周知を図った。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

・伊賀市、四日市市、鈴鹿市、津市、名張市、松阪市の
フォーラム、その他イベント等において、延べ2,633人
に対してＰＲを行った。

出前相談、セミナ ・鈴鹿市、四日市市、伊賀市、名張市、津市、松阪市、
ー等の開催   健康福祉部等の事業と協働で、出前相談や適職相談等

のブースを出展した。
・女性のチャレンジ支援の普及を図るために、セミナー
  を開催した。
「さんかくカレッジ2010・輝く笑顔のワタシ発見」
（四日市市との共催事業）

日時：平成21年9月9日(木)、16日(木)、30日(木)
10月7日(木）

場所：四日市市男女共同参画センター
講師：服部奈津子さん
 （社団法人日本産業カウンセラー協会 産業カウンセラー）

平井聡子さん
    （HappySmile代表・メイクアップアーティスト）

参加者：58人

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室
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計画－８ 計画－８

事 業 平成22年度事業実施概要 担当室

チャレンジサポー
ターの設置・養成

・地域におけるチャレンジ支援を推進するため、チャレ
ンジサポーターを設置・養成した。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

設置数：23市町・35人（23.3.31）
研修会：第1回 平成22年7月27日（火）

講師：仁科 あゆ美さん
（大阪府男女共同参画推進財団）

 「地域における女性のチャレンジ支援」
  第2回 平成22年11月12日(金)～13日(土)

男女共同参画フォーラム～みえの男女2010～
  第3回 平成23年2月10日（木)

みえチャレンジシンポジウム

チャレンジサポー
ター会議の開催

・チャレンジサポーター間のネットワークを構築するた
め、チャレンジサポーター会議を開催した。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

全体会議：第1回 平成22年7月27日（火）
第2回 平成23年3月16日（水）

地域会議：桑員地域5回、三泗地域6回、
  鈴亀地域6回、津地域6回、

  松阪多気地域4回、南勢志摩地域6回、
  伊賀地域4回、紀北地域3回、

紀南地域3回                  計43回

チャレンジ事例集 ・地域のチャレンジモデルを発掘してインタビューを実
の作成 施し、事例集を作成した。

 9地域 12事例13人(女性のチャレンジを支える男性
1事例1人含む）

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室
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