
Ⅳ－１ Ⅳ－１ 

Ⅳ 家庭・地域における男女共同参画の推進

１ 家庭、職場、地域におけるバランスのとれた生活への支援

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

家庭の日の普及
啓発

・県職員及び来庁者への周知を図るための庁内放送を
 実施するとともに、県ホームページにおいて「家庭の
 日」における公的施設の無料開放情報を提供した。

生活部青少年育成室

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

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

家庭教育講演会・ ・家庭教育講演会、フォローアップ講座
フォローアップ講座 平成17年9月18日（日）
の開催   場所：鵜殿村生涯学習センター

講師：岩城 敏之 参加者数：39人

平成17年9月19日（月）場所：尾鷲市中央公民館
講師：岩城 敏之 参加者数：95人

平成17年10月29日（土）
場 所：亀山総合福祉センター「あいあい」
講師：パパズ絵本プロジェクト 参加者数：99人

平成17年10月30日（日）場所：三重県人権センター
講師：パパズ絵本プロジェクト 参加者数：106人

平成17年11月13日（日）
場所：鵜殿村社会福祉協議会
講師：久保田 力 参加者数：21人

平成17年12月2日（金）
場所：県男女共同参画センター「フレンテみえ」
講師：山縣 文治 他3名 参加者数：97人
※男女共同参画センターとの共催事業

平成18年1月21日（土）場所：川越町総合体育館
講師：岩城 敏之  参加者数：81人

平成18年2月21日（金）場所：川越町総合体育館
講師：久保田 力  参加者数：18人

平成18年3月1日（木）場所：県文化会館大会議室
講師：篠 秀夫  参加者数：47人

平成18年3月2日（金）場所：県文化会館大会議室
講師：篠 秀夫  参加者数：48人

教育委員会生涯学習
室
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事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

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

いきいき子育て体験
サポート事業

・平成１７年度は、県立高等学校１２校がモデル校と
して産婦人科医師や助産師などから直接子育てに
ついての講演会や地域の子育てサークルの親子と
触れ合う体験学習を行った。

教育委員会高校教育
室

子ども家庭相談・
子ども医療ダイアル
の実施

・子どもに関する相談窓口として「子ども家庭相談」
を実施するとともに、小児科医師が対応する「小児
夜間医療・健康電話相談（みえ子ども医療ダイア
ル）」を実施

健康福祉部こども家
庭室

相談件数 4,322件
（医療ダイヤル2,451件、子ども家庭相談1,871件）

保育士等からの
相談窓口を設置

・総合教育センターに保護者や保育士、幼稚園教諭
  からの相談に対応する窓口を設置

教育委員会研修支援
室

相談件数  74件

ファミリー・サポート・
センターの設置促進

・ファミリー・サポート・センターを設置・運営する
 市町に対して補助を実施するとともに、アドバイ
 ザーの研修会、情報交換会等を実施した。
概ね人口５万人以上の市町のセンターに係る設置・

  運営費への補助：県1/4
概ね人口５万人未満の市町のセンターに係る補助

    県1/2
センター設置数： 13箇所

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

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

生活部勤労福祉室

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室

教育委員会生涯学習
室
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２ 多様なニーズに対応した子育て支援

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

地域子育て支援 ・地域子育て支援センターの運営にかかる経費の補助
センターへの補助 補助対象件数 80か所

地域の子育て支援
ネットワークの構築

・地域の子育て支援ネットワークが構築されるよう、
ＮＰＯ等と市町村職員を対象に合同研修会を開催
し、支援者の人材育成と交流を図った。

健康福祉部こども家
庭室

研修受講者数 123人

各種子ども相談窓口・子どもに関する相談窓口として「子ども家庭相談」
を実施するとともに、小児科医師が対応する「小児
夜間医療・健康電話相談（みえ子ども医療ダイア
ル）」を実施

相談件数 4,322件
（医療ダイヤル2,451件、子ども家庭相談1,871件）

保育士等からの
相談窓口

・総合教育センターに保護者や保育士、幼稚園教諭
  からの相談に対応する窓口を設置

教育委員会研修支援
室

相談件数  74件

多様な保育等への
支援

・低年齢児保育、延長保育、一時保育、休日保育、
病気回復期保育等の多様なニーズに対応する
取組への補助

健康福祉部こども家
庭室

一時保育実施数 44か所
乳児保育実施数 19か所
延長保育実施数 127か所
休日保育実施数 5か所
病気回復期の乳幼児健康支援一時預かり事業
実施市町村 6市

病院内保育への ・県内の病院内保育施設における保育士の人件費の
支援   一部を助成

助成保育施設 12施設

預かり保育の支援 ・預かり保育を実施している私立幼稚園に対し、
一部を助成

生活部私学振興室

助成幼稚園数 50か所

放課後児童クラブ ・放課後児童クラブの運営にかかる経費の補助
の支援 補助クラブ数 164か所

健康福祉部こども家
庭室

健康福祉部こども家
庭室

健康福祉部こども家
庭室

健康福祉部医療政策
室
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事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

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

障害のある乳幼児
・児童生徒及び保
護者への一貫した
支援

・障害児就学前支援事業において３市２町（６地域）
をモデル地域に指定し、それぞれの地域で連絡
協議会を設置して巡回相談を実施した。

教育委員会小中学校
教育室

ファミリー・サポート・
センターの設置促進

・ファミリー・サポート・センターを設置・運営する
 市町に対して補助を実施するとともに、アドバイ
 ザーの研修会、情報交換会等を実施した。
概ね人口５万人以上の市町のセンターに係る設置・

  運営費への補助：県1/4
概ね人口５万人未満の市町のセンターに係る補助

    県1/2
センター設置数： 13箇所

教育委員会生涯学習
室

教育委員会生涯学習
室

生活部勤労福祉室
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３ 介護を支援する環境の整備

事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

高齢者に関する相談・高齢者総合相談センターにおいて、高齢者に関す
る諸問題等に関する相談を実施

健康福祉部地域福祉
室

相談件数 785件

ホームページでの
情報提供

・県のホームページにおいて高齢者福祉・介護保険に
関する様々な情報を提供

健康福祉部長寿社会
室

介護サービス等に
関する相談

・三重県国民保険団体連合会等が介護サービス利用者
や家族等からの相談、苦情に対応

健康福祉部長寿社会
室

苦情処理事例集
の配布

・介護サービスに関する苦情処理の事例集を関係機関
に配付し、介護サービスの質の向上を図るための
情報を共有した。

健康福祉部長寿社会
室

老人福祉施設の ・老人福祉施設の整備（繰越分を含む）
整備 ［主な整備数］特別養護老人ホーム 11施設 438床

介護支援専門員の
育成

・介護支援専門員（ケアマネージャー）実務研修受講
試験及び実務研修の実施

［受験申込者］ 2,372人 ［累計登録者］ 5,346人
［実務研修受講者］ 584人

・介護支援専門員に対する研修の実施
［基礎研修Ⅰ］ 241人 ［専門研修］ 725人
［基礎研修Ⅱ］ 318人

市町への補助 ・介護予防・地域支え合い事業（配食サービス、外出
支援サービスなど）を実施する市町に対して補助

健康福祉部長寿社会
室

・在宅高齢者のための介護相談、各種介護福祉用具の
展示及び実態調査等を実施する在宅介護支援
センターを設置・運営する市町に対して補助

健康福祉部長寿社会
室

補助金交付在宅介護支援センター数 191か所

健康福祉部長寿社会
室

健康福祉部長寿社会
室

健康福祉部長寿社会
室
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事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

計画の策定 ・「みえ高齢者元気・かがやきプラン」
（第４次三重県高齢者保健福祉計画・第３期
三重県介護保険事業支援計画）を県民や市町等の
意見を参考に策定（計画期間：H18～H20)

地域包括支援 ・高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう、「地域包
センター設置の支援 括ケア」の中核機関として「介護予防ケアマネジメ

ント」、「総合相談支援」等を実施する地域包括支
援センターの平成１８年度設置に向けた支援

高齢者の社会活動 ・高齢者の社会活動を促進するための事業を実施
促進 みえ長寿社会福祉大学

県内4ヶ所 卒業者 225人
みえ高齢者健康文化祭
平成17年10月19日～5日間 参加者 約6,300人

・過疎化・高齢化が進んでいる紀南地域において
高齢者がいきいきと生活できるモデルエリア形成
のための事業を実施

健康福祉部地域福祉
室

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
取組 尾鷲生活創造圏まちづくり事業 男女共同参画 室

リーディング委員会が、講演＋実習形式のセミナー
『介護は誰がするもの？』を開催

健康福祉部地域福祉
室

健康福祉部長寿社会
室

健康福祉部長寿社会
室
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４ 男女共同参画の地域づくりの支援

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

  各生活創造圏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

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

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
 フォーラムの企画内容を工夫し、男性の参加者
目標30%を達成した ［実績41%］

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

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

ユニバーサルデザイ
ンアドバイザー養成

・ユニバーサルデザインのまちづくりにおいて、リー
ダー的な役割を果たせる人材を養成するため実施

健康福祉部地域福祉
室

講座を実施 県内３地域(伊賀、松阪、津（久居））で実施
受講者 126人 登録者 94人

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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事 業 平成17年度事業実施概要 担当室

ボランティア活動
の促進

・ボランティアセンターにおいて、ボランティア活動
に関する情報提供及びボランティアコーディネー
ターの養成研修を実施

健康福祉部地域福祉
室

   集合研修 5回 35人参加 修了者21人
 地域研修 9ヶ所、延べ235人参加

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

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

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
１千部）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。

生活部ＮＰＯ室

ＮＰＯマネジメント
講座の実施

・ＮＰＯマネジメント講座を県内１ヶ所で実施
（参加者：１日間 30名）

生活部ＮＰＯ室
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