Ⅱ−１

Ⅱ−１

Ⅱ

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・啓発の充実
事 業

平成27年度事業実施概要

担当課

報道機関への情報 ・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 環境生活部男女共同
提供
て積極的に情報提供を行った。
参画・ＮＰＯ課
報道機関への情報提供回数：59回
Facebookを活用し ・さまざまな媒体を用いて伝わりやすく広報・啓発を行うた 環境生活部男女共同
た情報発信
め、「女性の大活躍推進三重県会議」のFacebookを活用し 参画・ＮＰＯ課
て、セミナーの開催告知やイベントの実施結果等に関する
情報を発信した。
フレンテトーク等 ・フレンテトーク等を実施した。
の実施
開催回数：69回（フレンテトーク62回、
出前フレンテ７回）
対象：市町、団体、企業等

環境生活部男女共同
参画・ＮＰＯ課

男女共同参画に関 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」のホームページ上 環境生活部男女共同
で「男女共同参画ゼミ」を実施した。
する学習機会の提
参画・ＮＰＯ課
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ェルカムセミナーを実施した。
実施回数：19回、参加者：289人
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 環境生活部男女共同
参画・ＮＰＯ課
「Frente」を発行した。
年４回発行、各10,000部以上

差別をなくす強調 ・差別をなくす強調月間（11月11日〜12月10日）にテレビス 環境生活部人権セン
月間
ポットを放映、街頭啓発を実施した。
ター
農山漁村のつどい ・「農山漁村女性の日」に呼応して、「農山漁村のつどい」 農林水産部担い手支
援課、水産経営課、
開催
を開催した。
森林・林業経営課
『農山漁村で「学ぶ」、「働く」、「暮らす」こと』を
テーマに事例報告、講演および農林水産品の展示・即売を
実施した。
開催日：平成28年２月２日（火）
開催場所：フレンテみえ
参加者数：279人
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、 ワー
フォーラムの開催
クショップ、講演会、パネル展などを開催した。
開催日：平成27年11月15日(日）
参加人数：延べ266人

環境生活部男女共同
参画・ＮＰＯ課

男女共同参画強調 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、６月を 環境生活部男女共同
月間
男女共同参画強調月間と定め、パネル展､登録団体の活動 参画・ＮＰＯ課
発表や講演会、映画上映等を実施した。
〈フレンテまつり〉
実施日：平成27年６月７日（日）
参加団体：41団体、参加者：延べ3,100人
〈小島慶子講演会〉
実施日：平成27年５月10日（日）
参加者：659人
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Ⅱ−１

Ⅱ−１

事 業

平成27年度事業実施概要

担当課

映画上映等の実施 ・男女共同参画を考えるメッセージを発信し、意識を啓発す 環境生活部男女共同
るため、県内４市町男女共同参画センター、22市町と連携 参画・ＮＰＯ課
して「三重県内男女共同参画連携映画祭2015」を開催し
た。
開催回数：21回
参加人数：7,476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2015 for Kids」でパパグループによる絵本の読
み聞かせを実施した。
実施日：平成28年１月17日(日）
参加者：延べ100人
啓発資料の作成

・啓発パンフレット「いろいろな人権問題のウソ？ホン
ト？」を研修等の資料として発行した。
発行部数：20,000部

人権フォトコンテ ・人権フォトコンテストを実施した。
スト
応募数：295点

環境生活部人権セン
ター
環境生活部人権セン
ター

地域人権啓発事業 ・各地域防災総合事務所・地域活性化局が中心となってミニ 環境生活部人権セン
人権講座、行政機関等のトップセミナー、講演会などを実 ター
施した。
参加者数：5,296人
県民人権講座

・「性別って２つだけ？〜知らなじゃ済まされないＬＧＢＴ 環境生活部人権セン
ター
〜」と題した講座を開催した。
参加者数：129人

性的マイノリティ ・市町男女共同参画担当職員「応用研修」において、性的マ 環境生活部男女共同
に関する理解促進
イノリティに関する講演を実施し、現状や課題等について 参画・ＮＰＯ課
理解を深めた。
実施日：平成27年11月18日（水）
講 師：ELLY support company 山口 颯一 さん
テーマ：「性別って２つだけ？
〜知らないじゃ済まされない ＬＧＢＴ〜」
参加者：18人
人権文化のまちづ ・研修テキスト「人権のまちづくりのすすめ」を活用した、 環境生活部人権課
くり創造事業
住民等が主体となった研修会に講師等を派遣した。（トラ
イ人権のまちづくりネットワーク事業）
研修会等の開催：計34回
・地域の人権課題に応じた研修会等に助言者およびアドバイ
ザーを派遣した。（地域のニーズに応じた人権のまちづく
り推進支援事業）
研修会等の開催：計23回
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Ⅱ−２

学校等における男女共同参画教育の推進
事 業

教職員向け研修

平成27年度事業実施概要

担当課

・新聞記事等各種資料の活用や講師の招聘等による研修 教育委員会事務局高
会、また、男女の教職員が共に調理実習を行う参画型 校教育課・小中学校
研修等を実施した。
教育課・人権教育課
・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、県総合教育センターのネットＤＥ研修等を活
用し、各学校において研修を実施した。
・県教育委員会作成のリーフレット等各種資料、ＬＧＢ
Ｔについてのビデオ視聴、研修受講者による環流報告
等により、各学校において研修を実施した。
・性的マイノリティの人権に係わる講演や研修を実施し
た。

男女共同参画研修 ・インターネットを活用した「ネットＤＥ研修」におい 教育委員会事務局研
て、県内の教職員を対象に男女共同参画に関する研修 修推進課
を実施した。
５講座 受講者数：986人
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。
男女共同参画に係る校（園）内研修を実施
している学校（幼稚園を含む）の割合：
74.2％
教科等に男女共同参画の視点を位置づけて
指導した学校（幼稚園を含む）の割合：
96.6％

教育委員会事務局高
校教育課・小中学校
教育課

高等学校教育での ・家庭科では、男女が協力して家庭を築くことの認識に 教育委員会事務局高
推進
ついて、公民科では職業生活や社会参加における男女 校教育課・人権教育
共同参画について、また、総合的な学習の時間や特別 課
活動では、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。
・男女共同参画や性的マイノリティの人権について人権
学習指導資料等を配付し、積極的な学習活動の展開を
図った。
私立学校での人権 ・人権教育推進担当者の活動の条件整備や、教職員人権 環境生活部私学課
教育推進
教育研修および人権教育推進協議会等の運営、人権を
考える児童・生徒の集いなどの事業を推進する私立学
校に対して、その経費の一部を助成した。
助成学校数：15校
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した。
受講者数：延べ676人
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健康福祉部子育て支
援課

Ⅱ−３

３

Ⅱ−３

生涯を通じた学習機会の充実
事 業

平成27年度事業実施概要

担当課

ＨＰによる学習機 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」のホームペー 環境生活部男女共同
会の提供
ジ上で「男女共同参画ゼミ」を実施した。
参画・ＮＰＯ課
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 環境生活部男女共同
性の地域・家庭等への参画を啓発する講座「男性講
参画・ＮＰＯ課
座」を開催した。＜Ⅳ−４の再掲＞
〈子育て世代向け〉
開催回数：１回、参加者数：16人
〈定年世代向け〉
開催回数：１回、参加者数：16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、地 環境生活部男女共同
人材育成講座
域住民から相談を受ける民生・児童委員を対象に、問 参画・ＮＰＯ課
題の背景を読み解くジェンダーの視点を持つことを目
的とした講座を開催した。＜Ⅳ−１の再掲＞
<地域リーダー養成講座>
「男女共同参画の視点から相談支援を考える」
全２回参加者数：延べ95人
エンパワーメン
・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、女 環境生活部男女共同
ト・スクールの開
性の管理職や意思決定の場への参画拡大をめざし、育 参画・ＮＰＯ課
催
休中の女性や女子大学生を対象とした講座を実施し
た。
<フレンテみえエンパワーメントスクール>
「子どもができたあなたへ。育休中に描くママの
これからの働き方」
「女子大学生のための 働く女性に役立つコミュ
ニケーション術」
開催回数：３回、参加者数：延べ62人
女性相談から見え ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、女 環境生活部男女共同
てきた課題に向け
性相談から見えてきた課題に対し、解決を図る一助と 参画・ＮＰＯ課
ての講座
すべく講座を開催した。
<子づれ離婚を考えた時>
開催回数１回、参加者数：24人
開発した教材を基 ・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、平 環境生活部男女共同
成25年度に発行した「男女共同参画の視点からの『災 参画・ＮＰＯ課
にした啓発
害時における施設職員対応モデルおよび施設避難所活
用モデル』」を地域リーダー養成講座等で活用した。
・男女共同参画センター「フレンテみえ」において、学
生向け出前講座で平成24年度「デートＤＶに関するア
ンケート調査報告書」を活用した啓発を行った。
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Ⅱ−３

Ⅱ−３
事 業

平成27年度事業実施概要

フレンテトーク等 ・フレンテトーク等を実施した。＜Ⅱ−１の再掲＞
の実施
開催回数：69回（フレンテトーク62回、
出前フレンテ７回）
対象：市町、団体、企業等

担当課
環境生活部男女共同
参画・ＮＰＯ課

社会教育推進のた ・社会教育委員、社会教育主事など社会教育に関わる職 教育委員会事務局社
めの研修
員や団体の指導者等に対する研修会を実施した。
会教育・文化財保護
実施回数：17回、参加者数：704人
課

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 環境生活部男女共同
ての事業について託児を実施した。総合文化センター 参画・ＮＰＯ課
では､一部の主催事業で託児を実施した。
乳幼児を持つ家庭 ・「子育てはっぴいパパ・ママワーク」を開催した。＜ 健康福祉部少子化対
Ⅳ−２の再掲＞
策課
の支援
開催回数：18回、参加者：242人
企画・運営サポー ・男女共同参画センター「フレンテみえ」では平成27年 環境生活部男女共同
ターの養成
度からテーマを設けて、そのテーマに課題を感じてい 参画・ＮＰＯ課
る県民とともに事業を企画し実施した。27年度は「働
く女性」をテーマにし、受託事業『女性が輝く三重づ
くり事業』において企画実施した。
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事業者等に対する広報・啓発の充実
事 業

平成27年度事業実施概要

「三重の労働」の ・「三重の労働」を発行した。
発行
発行回数：６回（ホームページ「おしごと
三重」に掲載）

担当課
雇用経済部雇用対策
課

企業表彰・認証の ・より多くの企業等の自主的な取組の推進を図るため認 雇用経済部雇用対策
実施
証の募集を行い、審査後、109法人を認証企業に決定 課
した。さらに、意欲的な取組を行う認証企業を表彰候
補として、男女がいきいきと働いている企業三重県知
事表彰選考委員会で最終選考し、４法人に知事表彰を
行った。＜Ⅲ−Ⅰ−２の再掲＞
仕事と生活の調和 ・企業経営者、人事労務担当者等を対象としたセミナー 雇用経済部雇用対策
推進のための環境
を県内３カ所（四日市市、伊賀市、津市）で開催し、 課
整備
ワーク・ライフ・バランス推進のための講演をはじ
め、働きやすい職場づくりに向け、積極的に取り組ん
でいる企業の事例を紹介し、普及・啓発を行った。＜
Ⅲ−Ⅰ−５の再掲＞
参加者：約150人
「家庭の日」の周 ・子どもの豊かな育ちにおける家庭の果たす役割の重要 健康福祉部少子化対
知・啓発
性について理解を深めるため、「家庭の日」を活用し 策課
て家族の絆を深められるような取組等を実施している
企業・事業所を「家庭の日」協力事業所として登録
し、その取組内容を県ホームページ等で紹介した。
登録数：103事業所（平成28年３月31日現在）
女性の大活躍推進 ・女性の大活躍推進三重県会議に企画委員会を立ち上
環境生活部男女共同
三重県会議の設立
げ、企業目線での意見を伺いながら、専門アドバイ
参画・ＮＰＯ課
を通じた県内の女
ザー派遣事業やトップ及び男性管理職向けセミナー等
性活躍推進の気運
の事業を実施した。＜Ⅲ−Ⅰ−１の再掲＞
醸成
企画委員会
６回
女性活躍推進支援アドバイザー派遣
７社
男性管理職向けセミナー
１回
経営者向けセミナー
１回
働く女性企画ワークショップ
１回
働く女性のランチ交流会
１回
エグゼクティブリーダートレーニング １回
ネットワーキング交流会
１回
・女性の大活躍推進三重県会議１周年記念大会を開催
し、女性活躍推進支援アドバイザー派遣の取組発表会
やトークイベントを行った。＜Ⅲ−Ⅰ−１の再掲＞
開催日：平成27年11月15日（日）
参加者：約200名
・女性の大活躍推進三重県会議への加入促進に取り組
み、会員数は254団体となった。（平成28年３月31日
現在）＜Ⅲ−Ⅰ−１の再掲＞
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Ⅱ−４
事 業

平成27年度事業実施概要

フレンテトーク等 ・フレンテトーク等を実施した。＜Ⅱ−１の再掲＞
の実施
開催回数：69回（フレンテトーク62回、
出前フレンテ７回）
対象：市町、団体、企業等
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担当課
環境生活部男女共同
参画・ＮＰＯ課

Ⅱ−５

５

Ⅱ−５

メディアへの対応
事 業

平成27年度事業実施概要

担当課

報道機関への情報 ・報道機関に対して、県の男女共同参画に関する事業に 環境生活部男女共同
ついて積極的に情報提供を行った。＜Ⅱ−１の再掲＞ 参画・ＮＰＯ課
提供
報道機関への情報提供回数：59回

インターネット人 ・インターネット上の差別事象の流布状況の調査研究、 環境生活部人権セン
権モニター事業
モニタリングを実施。また、地域のキーパーソン養成 ター
をめざし、インターネット人権ソーシャルウォッチャ
−養成講座を開催した。
開催：３か所、参加人員：235人
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Ⅱ−６

６

Ⅱ−６

国際的な動きへの対応と活動支援
事 業

平成27年度事業実施概要

担当課

多文化共生社会実 ・多言語（８言語）による外国人住民の相談窓口を設置 環境生活部多文化共
して、生活全般にわたるさまざまな相談に応じるほ
現への取組
生課
か、外国人相談窓口担当者等研修会を開催（４回、参
加者数92人）した。＜Ⅴ−Ⅰ−３の再掲＞
・医療通訳育成研修（ポルトガル語・スペイン語・フィ
リピノ語・中国語）を開催し、医療通訳ボランティア
の人材育成を図った（参加者数80人）。＜Ⅴ−Ⅰ−３
の再掲＞
・災害時に外国人住民への支援活動を行う「災害時外国
人サポーター」を養成する研修を開催（玉城町、津市
参加者数94人）したほか、外国人住民を主な対象とし
た避難所訓練を開催（玉城町、津市 参加者数114
人）した。＜Ⅴ−Ⅰ−３の再掲＞
・外国人住民の消費者被害防止のための研修会を開催
（四日市市、伊賀市 参加者数83人）したほか、消費
者被害防止にかかるＤＶＤを作成した。＜Ⅴ−Ⅰ−３
の再掲＞
・外国人住民の地域社会への参加・参画を進めるため、
外国人住民が生活していく上で必要となる基本的な行
政や制度に関する情報を、多言語ホームページ（ポル
トガル語、スペイン語、フィリピノ語、中国語、英
語、日本語）で、外国人住民のニーズに合った形で迅
速に提供（ビデオ情報12件、文字情報72件）した。＜
Ⅴ−Ⅰ−３の再掲＞
・日本語教室の日本語指導ボランティアが、学習者の多
様なニーズに対応できるよう、研修会（入門研修）を
市町等と連携して開催（四日市市 参加者数延べ68
人）した。＜Ⅴ−Ⅰ−３の再掲＞
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