
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18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 生活部男女共同参画
情報誌「Frente」を発行 室

年４回発行、各10,000部（1月は1,500部増刷）

出前トーク等の実施 ・年間  96回 （うち、フレンテトーク 31回）
対象：市町、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、セミナーを実施

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15回 参加者延べ261人
対象： 市町、団体、教育機関等

出前フレンテの実施 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において
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
実施回数13回 参加者延べ1,106人

    対象：市町、団体、企業等

各種団体等との連携・三重県男女共同参画推進連携会議（アイリス 生活部男女共同参画
ネットワーク）において、構成団体との意見 室
交換及び情報提供を行った。
開催回数：全体会３回、企画部会３回

連携会議での ・三重県男女共同参画推進連携会議委員を中心に 生活部男女共同参画
研修会実施 研修会を実施 室

平成19年2月9日（金） 場所：鳥羽市菅島
参加人数 34名

トップセミナーの開催・アイリストップセミナーの開催
平成18年7月23日（日）
場 所 三重県総合文化センター
講 師 猪口邦子（内閣府特命担当大臣）、
定塚由美子（内閣府男女共同参画局推進課長）

参加者 約600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
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Ⅰ－１ Ⅰ－１

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

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18年11月10日～11月11日

三重県男女共同参画センター
  県基本計画改訂のための公聴会、ワークショップ、
企業表彰、鼎談、パネル展など
参加人数：延べ844名

男女共同参画の
視点で進める地域
づくり事業

・県内９地域において、県民、NPO、行政等からなる
実践組織（委員会）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：講座開催、地域イベントへの参加、
    男の料理教室、防災に役立つファミリーデイ

キャンプの実施など

・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19年3月20日（火）
  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・89人（19.3.31）
研修会：２回開催（うち1回はﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ）
情報交換会：県内６地域で開催（参加者 49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

生活部男女共同参画
室

啓発資料の作成 県人権センターを中心に以下の事業を実施 生活部人権・同和室
・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
Ｈ18年度は「同和問題」「外国人の人権」「女性の

人権」についての研修教材を作成し配付した

人権フォトコンテスト ・人権フォトコンテストを実施 488点の応募 生活部人権・同和室

平成18年12月9日～10日 会場:三重県総合文化ｾﾝﾀｰ

参加者数  5,200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

広域人権まちづくり
事業

・県民センター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

生活部男女共同参画
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18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 ・家庭科では男女で築く家庭生活について、公民科で 教育委員会高校教育
推進 は職業生活や社会参加における男女共同参画につ 室

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。

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 429人）

教育委員会研修指導
室

人権保育専門講座 ・保育士を対象に人権保育専門講座を実施 健康福祉部こども家
登録受講者数 117人 庭室

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
啓発 高校において男女共同参画講座を開催 室
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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18年度事業実施概要 担当室

出前トーク等の実施 ・年間 96回 （うち、フレンテトーク 31回）
対象：市町、各種団体等

出前フレンテの実施 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において
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
実施回数13回 参加者延べ1,106人

    対象：市町、団体、企業等

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 ・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
国男女共同参画 2006福井～に合同分科会主催団体を派遣。 室
フォーラムへの派遣 また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・アイリストップセミナーの開催
平成18年7月23日（日）
場 所 三重県総合文化センター
講 師 猪口邦子（内閣府特命担当大臣）、
定塚由美子（内閣府男女共同参画局推進課長）

参加者 約600名

連携会議での ・三重県男女共同参画推進連携会議委員を中心に 生活部男女共同参画
研修会実施 研修会を実施 室

平成19年2月9日（金） 場所：鳥羽市菅島
参加人数 34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 92名

・いきいき親子サポート講座の実施
 25講座 参加者数 949人

・家庭教育パンフレット「つくしんぼ」の発行
年３回発行

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

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
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Ⅰ－３ Ⅰ－３

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

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 117人

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

を実施するとともに、県内・県外研修の機会を
設けた。 推進員 89人（H19.3.31現在）

男女共同参画の
視点で進める地域
づくり事業

・県内９地域において、県民、NPO、行政等からなる
実践組織（委員会）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：講座開催、地域イベントへの参加、
    男の料理教室、防災に役立つファミリーデイ

キャンプの実施など

・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19年3月20日（火）
  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・調査を行い、新たに編さん委員会を立ち
上げ、今後の計画を検討
［編さん委員会］2回開催 参加者数 延べ17人
［研究会］7回開催 参加者数 延べ69名
［報告会］3回開催 参加者数 37名

  ［学習会］1回開催、参加者数 12人
［公開講座］2回開催、参加者数延べ63人

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

<女性のためのパワーアップトレーニング>4回開催
開催場所：男女共同参画センター
参加者数：延べ82名
<ＣＲグループ運営コース>全4回
開催場所：男女共同参画センター
参加者数：延べ83名

男性講座の実施 ・地域で活躍する男性の人材育成を目的とした 生活部男女共同参画
「男性講座」の開催。うち2回は「若者」世代向け 室
［一般コース］ 3回開催 174人
［専門コース］ 8回開催 92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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Ⅰ－４ Ⅰ－４

４ 事業者等に対する広報・啓発の充実

事 業 平成18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・雇用
発行 年7回発行 各 3,400部 支援室

男女共同参画に関する記事 24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・雇用

支援室

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

生活部勤労・雇用支
援室

平成18年6月7日（水）

場所：男女共同参画センター「フレンテみえ」
コーディネーター：三重大学教育学部教授

手塚 和男
参加者数：135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 生活部勤労・雇用
 ビュー調査を実施 支援室
 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、13企業を最終選考し
5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・雇用支
援室

  平成18年11月10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7社

  コーディネーター：女性と仕事研究所
                      代表 金谷 千慧子
プレゼンテーター：富士通総研 主任研究員

渥美 由喜
参加者数 43人
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Ⅰ－４ Ⅰ－４

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

多様な働き方につ ・「多様な働き方について考えるシンポジウム」 生活部勤労・雇用
いて考えるシンポジ   を開催 支援室
ウム 講師：学習院大学経済学部教授 脇坂明

平成18年12月7日（木）場所：じばさん三重
参加者数：66人
平成18年12月14日（木）
場所：伊勢市生涯学習センター「いせトピア」
参加者数：56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・雇用支
援室

各種団体等との連携・三重県男女共同参画推進連携会議（アイリスネット
ワーク）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

連携会議での ・三重県男女共同参画推進連携会議委員を中心に 生活部男女共同参画
研修会実施 研修会を実施 室

平成19年2月9日（金） 場所：鳥羽市菅島
参加人数 34名

トップセミナーの開催・アイリストップセミナーの開催
平成18年7月23日（日）
場 所 三重県総合文化センター
講 師 猪口邦子（内閣府特命担当大臣）、
定塚由美子（内閣府男女共同参画局推進課長）

参加者 約600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
  印刷したテープ）を作成、企業等に使用を協力依頼

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18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

男女共同参画 ・男女共同参画推進員研修において、「情報の受け 生活部男女共同参画
推進員研修 取り方、発信の仕方」をテーマに講演を実施 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18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 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
・映画上映「ダブルシフト－パパの子育て奮闘記」
にて、スウェーデンよりマリア・エッセーン監督
を招き講演会、シンポジウムを開催

・ 男女共同参画センター「フレンテみえ」において、
「スウェーデン式仕事と子育ての両立」のパネル展を実施

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室
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Ⅱ－１ Ⅱ－１

Ⅱ 政策・方針決定過程における男女共同参画の推進

１ 県の審議会等委員への女性登用促進

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

審議会等委員への
女性登用促進

・「男女共同参画の視点で進める三重県審議会等への
委員選任基本要綱｣に基づき、男女のいずれか一方
の数が委員総数の十分の四未満とならない構成を
目指す。

生活部男女共同参画
室

目標：2015年6月1日までに全審議会等の64％以上
平成18年6月1日現在 49.4％

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、地域に
員の配置 おける男女共同参画に関する情報の収集・受発信を

行った。 推進員 89人（H19.3.31現在）

人材リストの提供 ・「アイリス人材リスト」を提供し、審議会等
委員への女性登用を支援

生活部男女共同参画
室

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

<女性のためのパワーアップトレーニング>4回開催
開催場所：男女共同参画センター
参加者数：延べ82名
<ＣＲグループ運営コース>全4回
開催場所：男女共同参画センター
参加者数：延べ83名

日本まんなか共和 ・「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
国男女共同参画 2006福井～」に合同分科会主催団体を派遣。 室
フォーラムへの派遣 また参加者を募集し県独自研修を実施

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室
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Ⅱ－２ Ⅱ－２

２ 県における女性職員等の登用

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

女性職員の登用 ・「女性登用の推進」を平成18年度人事異動方針の項
目に掲げた。
平成18年4月 室長以上の女性職員 34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 総務部人材政策室
して開催した地域別懇談会において、女性職員の
登用・配置について意見交換を行った。
（平成18年12月に 2庁舎で開催）

女性教職員の登用 ・平成18年度小中学校教職員人事異動実施要領及び 教育委員会人材政策
県立学校教職員人事異動実施要領の中に、引き続 室

  き「女性の積極的な登用を図ります」と明示した。
これを受け、小中学校にあっては市町等教育委員会
に、県立学校にあっては県立学校長に、それぞれ

  この趣旨を伝え、管理職選考試験への女性の受験
  の促進及び管理職への女性の登用を依頼した｡
 平成18年度、新たに管理職に登用した女性の割合

  は、小中学校で19.0％となった。(県立学校は該当
  なし）
   また、平成18年度、管理職に占める女性の割合は、
 小中学校では14.6％、県立学校では7.8％となった。
  平成18年度実施の、管理職選考試験受験者に占め
 る女性の割合は、小中学校では11.3％、県立学校
 では2.7％となった。

女性職員の採用 ・三重県職員等採用試験説明会において、「女性のた
めの説明コーナー」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」を掲載し、女
性向けにＰＲを行っている。
（平成18年度3月開催の説明会参加者数245名、うち女
性コーナー参加者数25名）

人事委員会事務局

職員研修の実施 ・第2次職員研修計画に基づき、専門研修、キャリア
 ステージ研修、マイセルフ研修等を実施

総務部職員研修セン
ター
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Ⅱ－３ Ⅱ－３

３ 市町村への働きかけ

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

トップセミナーの開催・アイリストップセミナーの開催
平成18年7月23日（日）
場 所 三重県総合文化センター
講 師 猪口邦子（内閣府特命担当大臣）、
定塚由美子（内閣府男女共同参画局推進課長）

参加者 約600名

男女共同参画何で
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を提供
 するとともに、市町の条例や計画づくりに関して支
 援を実施した。

生活部男女共同参画
室

三重県内における ・市町における男女共同参画施策等推進状況に関する 生活部男女共同参画
男女共同参画施策 調査を実施。内閣府調査に県独自の調査項目を 室
等の推進状況の 追加し、県内推進状況調査を作成
作成

首長インタビュー ・市町長リレーインタビューの実施 生活部男女共同参画
実施回数 ６回 室

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・89人（19.3.31）
研修会：２回開催（うち1回はﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ）
情報交換会：県内６地域で開催（参加者 49人）

女性農業委員登用 ・各農業委員会における女性農業委員の複数確保に
への働きかけ 向けて、各市町あて農水商工部・生活部連名

での働きかけを行った。

懇話会等への参画 ・津市男女共同参画懇話会委員として参画 生活部男女共同参画
・東員町男女共同参画プラン策定のオブザーバー 室
として参画

出前フレンテの実施 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において
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
実施回数13回 参加者延べ1,106人

    対象：市町、団体、企業等

生活部男女共同参画
室

農水商工部担い手
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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Ⅱ－４ Ⅱ－４

４ 事業者等への働きかけ

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

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

生活部勤労・雇用支
援室

平成18年6月7日（水）
場所：男女共同参画センター「フレンテみえ」

コーディネーター：三重大学教育学部教授
手塚 和男

参加者数：135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

生活部勤労・雇用支
援室

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、13企業を最終選考し、
5企業に知事表彰を行った。

多様な働き方につ ・「多様な働き方について考えるシンポジウム」 生活部勤労・雇用
いて考えるシンポジ   を開催 支援室
ウム 講師：学習院大学経済学部教授 脇坂明

平成18年12月7日（木）場所：じばさん三重
参加者数：66人
平成18年12月14日（木）
場所：伊勢市生涯学習センター「いせトピア」
参加者数：56人

ポジティブアクション
取組事例の紹介

・知事表彰（男女がいきいきと働いている企業
表彰）を受けた企業の取組事例をパンフレット
に掲載・配布し、取組事例を発表した。

生活部勤労・雇用支
援室

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・雇用支
援室

  平成18年11月10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7社

  コーディネーター：女性と仕事研究所
                      代表 金谷 千慧子
プレゼンテーター：富士通総研 主任研究員

渥美 由喜
参加者数 43人
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Ⅱ－４ Ⅱ－４

事 業 平成18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・雇用支
援室

入札参加資格審査 ・公共調達改革の一環として、物件関係の入札参加 出納局出納総務室
等への反映のため   資格者登録制度が廃止され、事業者の男女共同参画
の検討   への取組を入札参加資格あるいはランク付けの要素に

  することができない状況となったが、同時に、入札金額
  だけでなく事業者の技術力や社会貢献度、男女共同
  参画への取組等を評価して落札者を決める総合評価
  落札方式の一般競争入札を推進することとした。

出前トーク等の実施 ・年間 96回 （うち、フレンテトーク 31回）
対象：市町、各種団体等

建設工事入札時 ・公共工事の総合評価方式の評価項目拡充を検討し、
評価項目の検討 『男女共同参画』や『次世代育成支援』などの

社会的責任等にかかる項目追加について、関係部局
と調整を行った。

生活部男女共同参画
室

県土整備部建設業室
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Ⅱ－５ Ⅱ－５

５ 地域における男女共同参画への取組支援

事 業 平成18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９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：講座開催、地域イベントへの参加、
    男の料理教室、防災に役立つファミリーデイ

キャンプの実施など

・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19年3月20日（火）
  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・89人（19.3.31）
研修会：２回開催（うち1回はﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ）
情報交換会：県内６地域で開催（参加者 49人）

日本まんなか共和 ・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
国男女共同参画 2006福井～に合同分科会主催団体を派遣。 室
フォーラムへの派遣 また参加者を募集し県独自研修を実施

出前フレンテの実施 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において
市町の事業に合わせ出前啓発事業（出前フレンテ）
を実施。パネルプレゼンテーションを行った。
実施回数：13回

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室
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Ⅱ－６ Ⅱ－６

６ ポジティブ・アクションの普及

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

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 生活部勤労・雇用
  ビュー調査を実施 支援室

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、5企業を選考し、知事
表彰を行った。

ポジティブアクション
取組事例の紹介

・知事表彰（男女がいきいきと働いている企業
表彰）を受けた企業の取組事例をパンフレット
に掲載・配布し、取組事例を発表した。

生活部勤労・雇用支
援室

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

生活部勤労・雇用支
援室

平成18年6月7日（水）
場所：男女共同参画センター「フレンテみえ」

コーディネーター：三重大学教育学部教授
手塚 和男

参加者数：135人

情報発信 ・「三重の労働」及びホームページ「おしごと三重」
への掲載

生活部勤労・雇用支
援室

「三重の労働」の ・「三重の労働」の発行 生活部勤労・雇用
発行 年7回発行 各 3,400部 支援室

男女共同参画に関する記事 24回掲載
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Ⅲ－Ⅰ－１ Ⅲ－Ⅰ－１

Ⅲ－Ⅰ 雇用等の分野における男女共同参画の推進

１ 雇用の場における男女共同参画意識の普及

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

各種団体等との連携・三重県男女共同参画推進会議（アイリスネットワー
ク）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

連携会議での ・三重県男女共同参画推進連携会議委員を中心に 生活部男女共同参画
研修会実施 研修会を実施 室

平成19年2月9日（金） 場所：鳥羽市菅島
参加人数 34名

トップセミナーの開催・アイリストップセミナーの開催
平成18年7月23日（日）
場 所 三重県総合文化センター
講 師 猪口邦子（内閣府特命担当大臣）、
定塚由美子（内閣府男女共同参画局推進課長）

参加者 約600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

生活部男女共同参画
室

出前トーク等の実施 ・年間 96回 （うち、フレンテトーク 31回）
対象：市町、各種団体等

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

生活部勤労・雇用支
援室

平成18年6月7日（水）

場所：男女共同参画センター「フレンテみえ」
コーディネーター：三重大学教育学部教授

手塚 和男
参加者数：115人

多様な働き方につ ・「多様な働き方について考えるシンポジウム」 生活部勤労・雇用
いて考えるシンポジ   を開催 支援室
ウム 講師：学習院大学経済学部教授 脇坂明

平成18年12月7日（木）場所：四日市じばさん三重
参加者数：66人
平成18年12月14日（木）
場所：伊勢市生涯学習センター「いせトピア」
参加者数：56人

生活部男女共同参画
室

生活部男女共同参画
室
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Ⅲ－Ⅰ－１ Ⅲ－Ⅰ－１

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

情報発信 ・「三重の労働」及びホームページ「おしごと三重」
への掲載

生活部勤労・雇用支
援室

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・雇用支
援室

「三重の労働」の ・「三重の労働」の発行 生活部勤労・雇用
発行 年7回発行 各 3,400部 支援室

男女共同参画に関する記事 24回掲載

建設工事入札時 ・公共工事の総合評価方式の評価項目拡充を検討し、
評価項目の検討 『男女共同参画』や『次世代育成支援』などの

社会的責任等にかかる項目追加について、関係部局
と調整を行った。

入札参加資格審査 ・公共調達改革の一環として、物件関係の入札参加資格 出納局出納総務室
等への反映のため 者登録制度が廃止され、事業者の男女共同参画への
の検討 取組を、入札参加資格あるいはランク付けの要素に

することができない状況となったが、同時に、入札金額
 だけでなく事業者の技術力や社会貢献度、男女
 共同参画への取組等を評価して落札者を決める
 総合評価落札方式の一般競争入札を推進するこ
ととした。

県土整備部建設業室
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Ⅲ－Ⅰ－２ Ⅲ－Ⅰ－２

２ 男女の均等な機会と待遇の確保の推進

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

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

生活部勤労・雇用支
援室

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、13企業を最終選考し、
5企業に知事表彰を行った。

ポジティブアクション
取組事例の紹介

・知事表彰（男女がいきいきと働いている企業
表彰）を受けた企業の取組事例をパンフレット
に掲載・配布し、取組事例を発表した。

生活部勤労・雇用支
援室

・県内の事業所の実態を把握するため、中小企業賃金 生活部勤労・雇用
等実態調査を実施した。 支援室

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

生活部勤労・雇用支
援室

平成18年6月7日（水）

場所：男女共同参画センター「フレンテみえ」
コーディネーター：三重大学教育学部教授

手塚 和男
参加者数：115人

建設工事入札時 ・公共工事の総合評価方式の評価項目拡充を検討し、
評価項目の検討 『男女共同参画』や『次世代育成支援』などの

社会的責任等にかかる項目追加について、関係部局
と調整を行った。

入札参加資格審査 ・公共調達改革の一環として、物件関係の入札参加資格 出納局出納総務室
等への反映のため 者登録制度が廃止され、事業者の男女共同参画への
の検討 取組を、入札参加資格あるいはランク付けの要素に

することができない状況となったが、同時に、入札金額
 だけでなく事業者の技術力や社会貢献度、男女
 共同参画への取組等を評価して落札者を決める
 総合評価落札方式の一般競争入札を推進する
 こととした。

中小企業賃金等実
態調査を実施

県土整備部建設業室
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Ⅲ－Ⅰ－３ Ⅲ－Ⅰ－３

３ 男女共同参画の視点に立った能力の開発に対する支援

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

能力開発への支援 ・社会情勢の変化やニーズに対応した職業訓練の実施 生活部勤労・雇用
をすすめるとともに、関係機関と連携し積極的に 支援室
ＰＲ活動を行った。

・津高等技術学校 普通職業訓練 短期課程
パソコンＣＡＤ科（6ヶ月課程×２回）

定員20名 修了者18名（うち女性13名）
住宅サービス科（6ヶ月課程×２回）

定員30名 修了者21名（うち女性3名）
販売ビジネス科（6ヶ月課程×２回）

定員20名 修了者19名（うち女性16名）
ＯＡ事務科 障がい者対象（1年課程）

定員10名 修了者5名（うち女性2名）
委託訓練 ＯＡ系5講座等

定員95名 修了者84名（うち女性59名）

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

生活部勤労・雇用支
援室

平成18年6月7日（水）

場所：男女共同参画センター「フレンテみえ」

コーディネーター：三重大学教育学部教授
手塚 和男

参加者数：115人
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Ⅲ－Ⅰ－４ Ⅲ－Ⅰ－４

４ 柔軟な就業形態の推進や再就職への支援

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

パート相談センター 設置場所：松阪市、鳥羽市 生活部勤労・雇用
の設置 来室者数：7,697名 支援室

相談件数：4,715件
主な相談内容：職業相談

労働相談の実施 ・パートタイム労働者を含む勤労者からの労働に
関する相談及びパート労働法等の周知、相談
を実施

生活部勤労・雇用支
援室

多様な働き方につ ・「多様な働き方について考えるシンポジウム」 生活部勤労・雇用
いて考えるシンポジ   を開催 支援室
ウム 講師：学習院大学経済学部教授 脇坂明

平成18年12月7日（木）場所：じばさん三重
参加者数：66人
平成18年12月14日（木）
場所：伊勢市生涯学習センター「いせトピア」
参加者数：56人

多様な勤務形態の ・多様な勤務形態について、公務員制度改革や次世代 総務部人材政策室
検討  育成支援を視野に入れ、検討を行った。

平成19年3月22日 「育児又は介護を行う職員の早出
遅出勤務に関する要綱」制定

雇用相談員による ・各ハローワークで県の雇用対策事業等の相談を実施 生活部勤労・雇用
職業相談 職業相談件数 27，639件 支援室

短期職場実践訓練 ・35歳以上45歳未満の失業者に１ヶ月程度の 生活部勤労・雇用
事業 職場訓練を実施 支援室

受講者数 21名

おしごと広場みえ ・若年者に対し、職業相談、職業紹介等のサービスを 生活部勤労・雇用
充実事業 ワンストップで提供 支援室

利用者数 26,321名

若年者早期就職支 ・県内4地域でYesプログラム認定講座、就職支援 生活部勤労・雇用
セミナー セミナー等を開催 支援室

再チャレンジセミ ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において 生活部男女共同参画
ナー 21世紀職業財団と共催して「再チャレンジセミ 室

ナー」を開催。
［セミナー］ 全4回開催 参加者数 延べ75人
［公開講座］参加者数 80名
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Ⅲ－Ⅰ－５ Ⅲ－Ⅰ－５

５ 両立支援制度の普及と労働時間短縮の促進

事 業 平成18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・私学
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。

生活部勤労・雇用支
援室

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： 16箇所

貸付制度の運用 ・育児・介護休業取得者に対する貸付制度を運用 生活部勤労・雇用
支援室

多様な働き方につ ・「多様な働き方について考えるシンポジウム」 生活部勤労・雇用
いて考えるシンポジ   を開催 支援室
ウム 講師：学習院大学経済学部教授 脇坂明

平成18年12月7日（木）場所：じばさん三重
参加者数：66人
平成18年12月14日（木）
場所：伊勢市生涯学習センター「いせトピア」
参加者数：56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・雇用支
援室

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

トップセミナーの開催・アイリストップセミナーの開催
平成18年7月23日（日）
場 所 三重県総合文化センター
講 師 猪口邦子（内閣府特命担当大臣）、
定塚由美子（内閣府男女共同参画局推進課長）

参加者 約600名

生活部男女共同参画
室
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Ⅲ－Ⅱ－１ Ⅲ－Ⅱ－１ 

Ⅲ－Ⅱ 農林水産業、商工業等の自営業における男女共同参画の推進

１ 方針決定の場への男女共同参画の推進

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

・農村アドバイザー   8人（計 167人） 農水商工部担い手室
漁村アドバイザー 2人（計  14人）

認定

アドバイザー研修 ・農村・漁村アドバイザー研修の実施
の実施 派遣研修、普及センター単位での地域参画セミナー

を実施した。（41回）
農水商工部担い手室

女性農業委員の
拡大

・改選期をとらえた農業委員への女性参画拡大に
向けた取組

農水商工部担い手室

（H17年度末 45名/877名→ H18年度末 46名/795名）
・各農業委員会における女性農業委員の複数確保に
向けて、各市町あて農水商工部・生活部連名
での働きかけを行った。

農山漁村のつどい ・農山漁村のつどい「輝く農山漁村の男女達」 農水商工部担い手室
開催 平成19年2月21日（水）

場所：男女共同参画センター「フレンテみえ」
講師：山形県真室川町 農林業 柿崎ヤス子氏 他
参加者数 約300名

各種団体等との連携・三重県男女共同参画推進連携会議（アイリス 生活部男女共同参画
ネットワーク）において、構成団体との意見 室
交換及び情報提供を行った。
開催回数：全体会３回、企画部会３回

連携会議での ・三重県男女共同参画推進連携会議（アイリスネット 生活部男女共同参画
研修会実施 ワーク）委員を中心に研修会を実施 室

平成19年2月9日（金） 場所：鳥羽市菅島
参加人数 34名

商工団体の女性部
等への支援

・商工団体の女性部等による、リーダーの養成、経営
  参画、起業の促進等の取組を支援した。（「伸びる
企業の経営ノウハウ講習会」などの実施）
商工会議所女性部：講習会等の開催数  1回

  延べ参加者数     192名
商工会女性部：講習会等の開催数 11回

農水商工部産業支援
室

延べ参加者数     372名

農村・漁村女性アド
バイザーの新規

農水商工部担い手
室・生活部男女共同
参画室
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Ⅲ－Ⅱ－２ Ⅲ－Ⅱ－２

２ 経営能力や技術の向上支援

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

農村・漁村女性アド ・農村アドバイザー   8人（計 167人） 農水商工部担い手室
バイザーの認定 漁村アドバイザー 2人（計  14人）

アドバイザー研修 ・農村・漁村アドバイザー研修の実施
の実施 派遣研修、普及センター単位での地域参画セミナー

を実施した。（41回）
農水商工部担い手室

農山漁村のつどい ・農山漁村のつどい「輝く農山漁村の男女達」 農水商工部担い手室
開催 平成19年2月21日（水）

場所：男女共同参画センター「フレンテみえ」
講師：山形県真室川町 農林業 柿崎ヤス子氏 他
参加者数 約300名

商工団体の女性部
等への支援

・商工団体の女性部等による、リーダーの養成、経営
  参画、起業の促進等の取組を支援した。（「女性経
営者資質向上研修会」などの実施）

商工会議所女性部：講習会等の開催  6回
延べ参加者数     584名

  商工会女性部：講習会等の開催数  1回
延べ参加者数     103名

農水商工部産業支援
室
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Ⅲ－Ⅱ－３ Ⅲ－Ⅱ－３

３ 家族的経営における役割の評価と就業環境の整備

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

家族経営協定締結
の推進

・地域参画セミナー等を通じて、家族経営協定の
締結を推進

農水商工部担い手室

締結農家数：179戸

農山漁村のつどい ・農山漁村のつどい「輝く農山漁村の男女達」 農水商工部担い手室
開催 平成19年2月21日（水）

場所：男女共同参画センター「フレンテみえ」
講師：山形県真室川町 農林業 柿崎ヤス子氏 他
参加者数 約300名
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Ⅲ－Ⅱ－４ Ⅲ－Ⅱ－４

４ 起業家等に対する支援

事 業 平成18年度事業実施概要 担当室

農山漁村のつどい ・農山漁村のつどい「輝く農山漁村の男女達」 農水商工部担い手室
開催 平成19年2月21日（水）

場所：男女共同参画センター「フレンテみえ」
講師：山形県真室川町 農林業 柿崎ヤス子氏 他
参加者数 約300名

農林漁業関連の ・地域参画セミナー等を通じて、農林漁業関連の 農水商工部担い手室
女性起業研修 女性起業活動を推進
の実施 起業関連セミナー回数 12回

商工団体の女性部
等への支援

・商工団体の女性部等による、リーダーの養成、経営
  参画、起業の促進等の取組を支援した。(「創業等支
援事例発表研修会」及び「創業講演会」などの実施)

  商工会女性部：講習会等の開催数  1回
延べ参加者数     115名

農水商工部産業支援
室

みえあきんど創業
コンペ

・新規性や独創性があり、生活の豊かさが実感できるような
質の高いサービス業等のビジネスプランコンペを行い、

  女性参加者のプランについて、表彰や「チャレンジスペー
  ス」 での試行営業の支援を行った。

農水商工部産業支援
室
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