
基本目標1　男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

（1）男女共同参画に関する意識の普及

①広報・啓発の充実

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

男女の人権意識の高揚と共

同参画意識を醸成するため

の啓発

男女の人権意識の高揚や男女共同参画意識

を醸成するための啓発行事等を開催しま

す。

・子育て世代・保育園へ啓発を行っている。

・町祭りで啓発を行っています。

・三重県内男女共同参画連携映画祭へ参加し意識

啓発を行っています。

町民福祉課

企画課

【町民福祉課】子育て世代にはパパママ

教室や父親向けの料理教室等を開催し、

約１０組の参加がありました。保育園へ

はパンフレットを配布し、男女の人権意

識や男女共同参画意識を持ってもらう啓

発を行いました。これにより男性の育

児・家事への参加促進につながりまし

た。

【企画課】毎年、三重県内男女共同参画

連携映画祭に参加し、映画を通じて啓発

を行いました。

Ｈ29年度参加者数　68人

Ｈ30年度参加者数　85人

どんとこい大台まつりでブースを出展し、

啓発を行いました。

【町民福祉課】引続き、子育て世代に参

加し易い教室や講座などを活用し男性の

育児・家事参画への意識啓発に努めま

す。

保育園へはパンフレットの配布をおこな

い啓発に努めます。

【企画課】町のイベントや三重県内男女

共同参画連携映画祭での啓発に努めま

す。

多様な手段や媒体を活用し

た情報提供と男女共同参画

意識の普及

町の行事、広報紙、インターネット等を活

用して男女共同参画に関する情報提供を行

い、意識の普及を図ります。

・広報紙やケーブルテレビ文字放送で意識啓発を

行っています。

企画課 どんとこい大台まつりでブースを出展し、

啓発を行いました。

男女共同参画週間を広報紙・行政カレン

ダー・ホームページに掲載し、意識啓発を

行いました。

引き続き、町のイベントや広報紙・行政

カレンダー・ホームページで定期的な意識

啓発を図ります。

男女共同参画の視点に立っ

た文書等の表現の見直しと

実行

行政文書、広報紙等の作成において、男女

共同参画の視点に立った表現とするため、

町のガイドラインを策定するとともに、職

員研修会を実施します。

・行政文書、広報紙等の原案作成において職員一

人ひとりの意識が希薄である。

総務課

企画課

関係各課

広報紙の発行については、男女共同参画

担当者が男女共同参画の視点に立った表

現になっているか発行前にチェックを行

いました。

発行物に関する男女共同参画ガイドライ

ンをＲ1年度中に策定し全職員へ周知を行

います。
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②制度や施策の見直し・策定

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

男女共同参画の視点に立っ

た制度や施策の見直し・策

定

町の制度・施策が男女共同参画に反してい

ないか必要に応じて見直しを行います。ま

た、新たな施策については男女共同参画の

視点で策定するよう配慮します。

・必要に応じた制度や施策への見直しを行ってい

る。

・新たな施策について男女共同参画の視点で策定

している。

各課 制度や施策の改正時には、男女共同参画

に反していないかどうか、併せて確認・見

直しを行いました。新たな施策について

男女共同参画の視点で策定するよう、各

課へ依頼しました。

【企画課】引き続き、既存の制度や施策

については適宜見直しを行い、新たな施

策については男女共同参画の視点で策定

するよう配慮を行う。

【町民福祉課】住民基本台帳法施行令が

改正され住民基本台帳及びそれに連動す

るマイナンバーカードに本人からの届出

により旧姓を併記することが可能となる

ことから、令和元年11月5日からの施行に

向けて電算システムの改修を行います。

旧氏を使用しながら活動する女性が増加

している中、様々な活動の場面で旧氏を使

用しやすくなることにつながるものと期

待しています。また、町の関係条例を一部

改正し、令和元年11月５日からの施行し

ます。

（２）男女共同参画保育・教育の推進

①子育て中の保護者に対する男女共同参画の推進

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

保育・教育の場を通しての

情報提供

保育参観、学校行事、PTA活動などを活用

して、保護者や地域に男女共同参画の理念

を広げられるよう、情報提供を行います。

・家庭への便り等を通した保育園,学校行事へ参加

を呼びかけている。

・保育園において父親向けの子育て情報誌を配布

している。

町民福祉課

教育委員会

【町民福祉課】保育参観などの行事では

夫婦での参加が多いため、園児との共同

作業などを通じて父親の子育てへの意識

向上につなげました。また、保育園にお

いて父親向けの子育て情報誌を配布し、

積極的な子育てへの参加を啓発しました

が、多くの父親の参加には至りませんでし

た。

【教育委員会】学校だよりを活用し、学

校行事、地域の行事への参加を呼びかけ

ました。

【町民福祉課】引続き、保育参観などの

行事への参加の呼びかけをおこない、家

庭における父親の子育てへの積極的参加

の啓発を行います。

【教育委員会】引き続き、学校だよりを

有効に活用し、行事への参加を呼びかけ

ます。



②保育の場及び学校における男女共同参画保育・教育の推進

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

保育の場及び学校における

男女共同参画教育の推進

保育の場及び学校において、人権意識を身

に付けるための指導の充実を図るととも

に、男女共同参画意識の醸成に努めます。

・保育園において人権擁護委員による人形劇を開

催しています。

・学校において不必要な区別・慣習の見直しを

行っています。

町民福祉課

教育委員会

【町民福祉課】保育園において人権擁護

委員による「人は皆それぞれに良いとこ

ろがあることを知り認め合う大切さに気

づく」や「お互いの良さを認め合う」と

いった内容の人形劇を開催しました。

【教育委員会】不要な区別・慣習を行わ

ないとともに、人権教育、道徳の授業等

で男女共同参画の視点をもって授業を進

めました。

【町民福祉課】引続き、園児にも分かり

やすく、男女共同参画に関係する人形劇

を通じて人権意識向上につなげます。

【教育委員会】引き続き、人権教育、道

徳の授業等で意識の醸成を図ります。

教職員研修の実施 男女共同参画に関する教職員研修会を実施

するなど男女共同参画教育の推進を図りま

す。

・各種研修において常に男女共同参画の視点を

もって取組んでいます。

町民福祉課

教育委員会

【町民福祉課】保育士が参加する研修に

おいて男女共同参画の視点をもって取り

組みました。

【教育委員会】各種研修において、男女

共同参画の視点をもって取り組みまし

た。

【町民福祉課】引き続き、男女共同参画

の視点に立った研修を推進します。

【教育委員会】引き続き、男女共同参画

の視点をもって取り組みます。

児童・生徒の発達段階に応じ

た性教育の実施

児童・生徒の成長過程に応じて、人権尊重

の観点から性教育を行います。また、性に

関する正しい知識と理解を深めます。

・学年に応じた内容で性教育を行っています。 町民福祉課

教育委員会

※担当課に町民福祉課とありますが、保

育園で性教育は実施しません。

【教育委員会】学年に応じた内容で性教

育を行いました。

【教育委員会】引き続き、学年に応じた

内容で性教育を行います。

キャリア教育の推進 学校の特色や地域の実情を踏まえつつ、子

どもたちの発達の段階にふさわしいキャリ

ア教育をそれぞれの学校で推進します。

・職業体験、職業現場の見学等を実施していま

す。

・各教科を通したキャリア教育を行っています。

教育委員会 中学２年生を対象に職業体験等を実施

し、キャリア教育を推進しました。ま

た、それぞれの学校で職業現場の見学等

を実施しました。

引き続き、職業体験・職業見学等を行

い、キャリア教育の推進を図ります。



③生涯学習における男女共同参画の推進

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

各種学級・講座の充実 男女共同参画の視点から、学習内容の充実

に努めるとともに、開催時間・場所等、誰

もが参加しやすい環境の確保に努めます。

・誰もが参加しやすい公民館学級を開催していま

す。

教育委員会 対象者の年齢層により、開催時間を設定

するなど気軽に参加しやすい環境に努め

ました。

引き続き、誰もが気軽に参加できる公民

館学級の開催に取り組みます。

男女共同参画事業の情報提

供

三重県男女共同参画センター「フレンテみ

え」等が発信する各種講座・支援事業の情

報提供に努めます。

・広報紙へ情報を掲載している。

・窓口や町行事で啓発チラシ等の配布をしてい

る。

・三重県男女共同参画連携映画祭や町祭りにおい

て情報提供を行っています。

企画課 広報紙へフレンテみえの講座や支援事業

の情報を掲載しました。企画課窓口・三

重県内男女共同参画連携映画祭・町のイ

ベント等でチラシ配布し啓発に努めまし

た。

引き続き、広報紙や窓口・町のイベント

等で情報提供を行います。



基本目標２　あらゆる分野での男女共同参画を進める環境づくり

（１）政策・方針決定過程への女性の参画拡大

①町の審議会等における女性の割合の向上

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

審議会等への女性の参画促

進

町の審議会等において、女性の積極的な登

用を進めます。

・女性を含む審議会等の割合89.5％

・各種審議会等委員への女性登用率20.1％

（H28.4.1値）

総務課

関係各課

H29.4.1値　女性を含む審議会等への割合

81.5％、各種審議会等への女性登用率

24.1％

H30.4.1値　女性を含む審議会等への割合

86.2％、各種審議会等への女性登用率

25.6％

女性委員の委嘱を推進するため、各課へ

委員委嘱時には企画課への事前協議を依

頼し、男女共同参画の意見を反映できる

体制を整えました。

引き続き、女性登用を進めるために委嘱

時の事前協議を依頼すると共に、委嘱の

多い年度当初は各課宛てに女性委員の委

嘱を推進するよう啓発を行います。

②町職員の人材育成

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

職員の人材育成 男性職員、女性職員が平等に学習する機会

が与えられ、それぞれが個性と能力を発揮

できるよう、職員を対象とした研修の充実

を図ります。

・町職員研修等は男女を問わず受講できる機会を

提供している。

総務課 町職員研修等は男女を問わずに受講でき

る機会を提供しており、様々な職員が受講

しやすい時間帯で研修等を実施しまし

た。

引き続き、これまでの取組みの継続、充

実に努めます。

女性職員の管理職への登用

に向けた取組

幅広い職務を経験できるような配置を行う

など、女性職員の管理職への登用に向けた

取組を行います。

・町職員の管理職への女性登用率17.2％

(H28.4.1値)

総務課 H29.4.1　管理職への女性登用率17.2％、

H30.4.1　管理職への女性登用率21.4％

引き続き、幅広い職務を経験できるよう

な配置を行うなど、女性職員の管理職へ

の登用に向けた取組を行います。

（２）家庭生活における男女共同参画の推進

①家庭生活における男女共同参画の促進

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

子育てに関する多様な情報

提供と家庭教育の充実

多様な環境に配慮した子育て情報を広報紙

等を活用して提供するとともに、母子保健

事業や、PTA活動、地域活動などと連携

し、家庭の教育力の向上に努めます。

・広報紙等で情報提供をしている。

・学級PTA行事などの学校行事を通じて家庭教育

力の向上に努めている。

・スポ少などの地域団体と連携し、家庭教育力の

向上に努めている。

町民福祉課

教育委員会

【町民福祉課】子育て事業を紹介した

「子育てガイドブック」を作成して、男女

が協力して子どもを育てられる情報提供に

努めるとともに、母子保健事業など機会

を通して家庭における男女の助け合いを啓

発しました。これにより家庭における男

女共同参画意識向上につながりました。

【教育委員会】学級PTA行事、スポーツ

少年団等で地域の協力を得て、家庭の教

育力の向上に努めました。

【町民福祉課】引き続き、取組の継続、

充実に努めます。

【教育委員会】引き続き、学級PTA行

事、スポーツ少年団等の活動を通し、家

庭の教育力の向上に努めます。



②男性の育児・家事への参画促進

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

男性の育児・家事参画への

意識啓発

男性が積極的に育児や家事に参画するよ

う、意識の啓発に努めます。

・三重県内男女共同参画連携映画祭（大台会場上

映会）にて意識啓発を行っている。

企画課

町民福祉課

毎年、三重県内男女共同参画連携映画祭

に参加し意識啓発を行っており、育児中

の方が参加しやすいよう託児を設けまし

た。

引き続き、映画祭を開催し意識啓発に努

めます。また、広報紙で「みえの育児男

子プロジェクト」について周知を行いま

す。

性別に関わらず参加できる

講座の提供

家事・育児・介護など生活をともに助け合

うことのできる講座等の充実を図ります。

また、開催日程等に配慮するとともに講座

への出席を呼びかけます。

・パパ&ママ講座（妊婦教室）でパパへの調理実習

を実施し、家事育児への協力を呼びかけている。

・65歳からの講座を開催し、介護保険の共助の意

識を高めているが参加者が少ない状況である。

・男女ともに参加できる育児や介護に関する単発

の講座の実施・支援を行っている。

町民福祉課

健康ほけん課

【町民福祉課】子育て支援センターでは

お父さん、お母さんがどちらでも参加で

きる講座等を企画するとともに、妊婦と

夫を対象としたパパ&ママ講座（妊婦教

室）ではパパへの調理実習を実施し家

事・育児への協力を呼びかけました。こ

れにより男性の育児・家事への参加促進

につながりました。

【健康ほけん課】65歳からの講座で、共

助の意識を高める内容も含めて講話を行

いましたが、周知不足のためか参加者数

が少なく関心が低い状況でした。

【町民福祉課】引き続き、性別に関わら

ず気軽に参加できる講座を企画し男性の

育児・家事への参加を促進します。

【健康ほけん課】これまでの取り組みを

見直し、共助の意識を高めるための効果

的な方法を検討します。

相談窓口の充実 育児に関する様々な問題を相談できる窓口

の充実、情報提供に努めるとともに、今後

も関係部署や関係機関と連携を強めていき

ます。

・役場、子育て支援センター、保育園が連携して

相談に対応している。

・三瀬谷認定こども園の開園に伴い新たな相談窓

口として「ほし組」を設置した。

町民福祉課 利用者の相談や支援内容は役場・子育て

支援センター・保育園が連携し横断的に

取り組み総合的な支援につなげました。

また、三瀬谷認定こども園に設置した子

育て支援室「ほし組」が発行する支援室

だよりによる情報提供を行いました。

引続き、利用者から育児に関する相談や

支援内容を役場・子育て支援センター・

保育園が連携し、横断的に取り組み、総

合的な支援につなげます。また、子育て

世代が気軽に集える場として、子育て支援

室「ほし組」の継続運営を行います。



③男女がともに支える介護の推進

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

介護を支える施策の推進 介護者の介護負担を軽減し、孤立化しない

支援に努めます。

・男性の介護への参画が増えてきているが孤立化

しやすい状況である。

・家族介護者交流事業への参加が少ない状況であ

る。

健康ほけん課 家族介護者交流事業では、男性が気持ち

を表出しやすいように男性限定の教室を

年に１回開催しました。

アンケートを実施し開催内容の見直し等

も行いましたが、参加者数は少ない状況

です。

介護負担の軽減や孤立化しない支援方法

について、家族介護者交流事業の実施方

法等も含めて検討します。

介護に関する様々な情報提

供

広報紙等を活用し、介護保険制度や介護に

関する各種サービスについての情報提供に

努めます。

・介護保険改正時にはわかりやすく丁寧な情報提

供に努めている。

健康ほけん課 各地区集会所を巡回し介護保険等につい

て説明を行いました。

制度改正や各種サービスの情報提供は広

報で随時行いました。

引き続き、住民の集まる機会や広報等を

利用し、わかりやすく丁寧な情報提供を

行います。

介護相談窓口の充実 高齢者相談支援事業として身近なところで

気軽に相談できる体制を整備します。

・地域包括支援センターが一箇所であるため、社

協の本所・支所に窓口機能を持たせる。

健康ほけん課

（地域包括支

援センター）

社協の本所・支所の2か所に相談窓口を設

置し、気軽に相談できる体制整備を行い

相談件数も増加しました。

事業を継続し、地域の見守りﾈｯﾄﾜｰｸ登録

団体や包括支援センター等と連携を強化

し、早期に相談できる体制を整備しま

す。

（３）地域活動における男女共同参画の推進

①地域活動における慣行の見直しと男女共同参画の促進

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

地域活動参加の促進 様々な立場の人が地域活動に参加しやすく

なるように一層の配慮・調整の働きかけに

努めます。

・地域における男女の平等感は前回調査より2.5ポ

イント改善された。

総務課

関係各課

家族介護者交流事業では、男性が気持ち

を表出しやすいように男性限定の教室を

年に１回開催しました。

アンケートを実施し開催内容の見直し等

も行いましたが、参加者数は少ない状況

です。

介護負担の軽減や孤立化しない支援方法

について、家族介護者交流事業の実施方

法等も含めて検討します。

女性リーダーや役員への参

画と定着の促進

女性リーダーや役員として積極的に参画で

きるよう、自治会等への女性の役職登用率

を上げるための気運づくりに努めるととも

に、育児や介護等に関する各種サービスに

ついての相談、情報提供に努めます。

・政治経済等の各分野で女性リーダーを増やすと

きの障害として「保育・介護などの公的サービス

が十分でない」が32.4％で回答率が2番目と高い状

況である。

総務課

関係各課

H29.4.1　自治会への女性役職登用率

0％、H30.4.1女性役職登用率0％

自治会への女性登用は進んでいません。

女性リーダーや役員が積極的に参画でき

るように、育児や介護に関する支援内容

の情報提供に努めます。



②防災・安全分野における男女共同参画の推進

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

防災・安全体制への女性参

画促進

自主防災組織活動、消防団活動、交通安全

協会活動など、防災・安全分野における女

性の参画促進を行います。

・交通安全指導等に女性が参画している。

・女性消防団が平成23年に発足し、平成28年現在

16名が加入している。

総務課 交通安全指導等に女性が参加いただきま

した。

女性消防団数　H29.4.1 14名、H30.4.1 13

名

引き続き、防災・安全分野における女性

の参画を進めるために活動内容の周知を

行います。

男女共同参画による防災・

安全活動の推進

男女がともに防災・安全分野の訓練や啓発

活動に参加できる環境づくりを行います。

・防災訓練等には女性の参画が多い状況である。

・訓練等、立案段階での女性の参画はない状況で

ある。

総務課 防災訓練等には女性が積極的に参加してい

ただいていますが、立案時点での女性の

参画は少ない状況でした。

引き続き、男女がともに防災・安全活動

を行えるよう、環境整備を行います。



基本目標３　働く場において男女が対等に参画し、女性が活躍できる環境づくり

（１）職業生活における男女共同参画の推進

①男女共同参画の視点に立った労働環境整備の啓発・推進

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

固定的な役割分担意識の解

消に向けた啓発

働く場における固定的な役割分担意識の高

い事業所に対し、慣行などの解消に向けた

啓発を行います。

・役割分担意識が高い事業所が多くあり、啓発が

不十分である。

産業課 広報やリーフレット等で啓発を行ってい

ますが、性別役割分担意識の解消には未

だ不十分な状況です。

引き続き、取組の継続・充実に努めま

す。

ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）の推

進

男女ともに、仕事と家庭・地域のバランス

がとれた生活を実現できるよう社会的気運

を高めるための啓発を行います。

・広報紙や三重県内男女共同参画映画祭大台会場

上映会にて啓発を行っている。

企画課 「女性が活躍できる企業　えるぼし認

定」や「みえの育児男子プロジェクト」

や「みえのイクボス同盟」など、国や県

の取組を広報紙や映画祭で紹介し、啓発

を行いました。

引き続き、広報紙やイベント等で周知・

啓発を行います。

ハラスメントのない職場の

実現

マタニティ･ハラスメント、パタニティ･ハ

ラスメント、パワー･ハラスメント、セク

シュアル･ハラスメント等のない職場づく

りに向け、働く場への啓発を行います。

・広報紙・リーフレット等での啓発を行ってい

る。

産業課

町民福祉課

【産業課】広報紙・リーフレット等での

啓発を行い、より働きやすい職場づくり

に向け周知に努めました。

【町民福祉課】妊娠届提出時に働く妊婦

を対象に職場の労働環境の聞き取りを行

いましたが、職場の環境改善を求めるま

でには至りませんでした。

【産業課】引き続き、広報紙等の各媒体

での啓発や新たに義務化されるハラスメ

ント規制法の周知を行います。

【町民福祉課】町民福祉課では職場の環

境改善を求めることは難しいことから、

産業課と連携して地元商工会等へリーフ

レット等を配布して、町内事業所への配

布・啓発を進めます。

②働く人のための子育て環境の充実

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

多様な働き方に対応する子

育て環境の充実

延長保育、一時保育、乳幼児保育、障がい

児保育、学童保育等の充実を図ります。

・延長保育,乳幼児保育,学童保育の利用説明会を開

催し、利用を呼び掛けています。

町民福祉課 子育て事業を紹介した「子育てガイドブッ

ク」を作成して、男女が協力して子どもを

育てられる情報提供に努めるとともに、

母子保健事業など機会を通して家庭におけ

る男女の助け合いを啓発しました。これ

により家庭における男女共同参画意識向

上につながりました。

引き続き、取組みの継続・充実に努めま

す。



③働く女性の支援

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

労働や両立支援に関する法

制度の周知徹底

男女雇用機会均等法、労働基準法、パート

タイム労働法、育児休業制度、介護休業制

度等、労働や両立支援に関する各種法制度

についての周知徹底を図るための広報活動

の推進を、企業・事業所などに働きかけま

す。

・広報紙、ケーブルテレビ、ホームページで法制

度について周知している。

産業課 各制度について、窓口やリーフレット、

広報紙等で周知に努めました。

引き続き、各媒体での広報や、商工会等

関係機関と連携し、周知徹底を図りま

す。また、働き方改革の推進にも努めま

す。

再就職支援のための情報提

供

子育て後の女性の就職を支援するため、関

係機関、関係団体等と連携を図り、再就職

を推進するための情報提供や養成講座の充

実を図ります。

・再就職を希望するが、雇い側との条件等が合わ

ない等、再就職支援が不十分な状況である。

産業課

健康ほけん課

【産業課】松阪管内の求人情報等の提供

や、相談窓口への斡旋を行いました。

【健康ほけん課】町内に不足している介護

支援専門員の試験や研修の補助（人材育

成助成金）があることを介護関係者に周

知しました。

生活支援サポーター養成講座を実施し、

社協の生活支援人材センターの登録を依

頼しました。

【産業課】ハローワーク松阪や商工会等

の各関係機関と連携し、再就職の支援を

行います。

【健康ほけん課】今後も引き続き周知を

行います。

同様の養成講座を開催し、気軽に参加で

きるよう検討します。

家庭内労働や農林水産業・

畜産業・商工業の女性の労

働環境整備

農林水産業・畜産業・商工業の経営がより

発展していくため、経営面にも、その経営

を支える生活面にも男女が共同参画できる

ように、役割分担や相互協力の意識啓発を

行います。

・家庭内労働や農林水産業,商工業の女性の労働環

境における固定的役割分担意識の解消に向け啓発

を行っているが不十分な状況である。

産業課 広報やリーフレット等で啓発を行ってい

ますが、性別役割分担意識の解消には未

だ不十分な状況です。

引き続き、取組の継続・充実に努めま

す。



基本目標４　個人が尊重され、誰もが健やかで安心して暮らせる 
男女共同参画のまちづくり


（１）多様なライフステージに応じた健康づくりの充実

①健康増進事業の充実

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

男女の健康づくりへの啓発

促進

様々な世代の男女が健康づくりに取り組め

るよう、各種講座、運動等に親しめる機会

と場所を提供し、健康づくりを進めます。

・体育団体と連携し、運動に親しむ機会を作り、

健康づくりを行っているが、平日開催が多く様々

な世代に対応できていない状況である。

健康ほけん課

教育委員会

歩こう会は、開催数６回中２回は土・日

曜日に開催し、体育の日ラジオ体操会や

ＮＨＫラジオ体操会も祝日・日曜日に開

催することで、平日には参加できない方

にも対応しました。

歩こう会やラジオ体操会は変わりなく休

日にも開催し、Ｒ1年１２月の日曜日に、

教育委員会主催の町民体力測定会にて、

体組成測定等の測定会も合同で開催しま

す。

生涯にわたる健康づくりの

促進

健康意識を高めるため、地域のニーズに応

じた健康づくりに関する相談や健康づくり

事業を実施します。

・事業への参加者に地域差がある。 健康ほけん課 健康相談は町内４３会場で各２回実施

し、地区別ラジオ体操会を町内６地区に

て１０回実施しました。参加者数の地域

差はありました。

健康度測定会（旧健康相談）は町内４２

会場２回開催し、案内を各戸配布にて地

区別に実施します。ラジオ体操会は、町

内６地区にて各１回開催し、周知は町内

全域を対象に行います。

各種健（検）診の充実 各種健（検）診を受診できる機会の充実を

図り、早期発見、早期治療の促進につなげ

ます。

・各種健（検）診の受診を広報等で呼びかけてい

るが受診率が低い状況である。

健康ほけん課 休日検診４回、早朝・平日・巡回検診５

回（一部送迎）、パパママ検診タイム１

回、新規事業国保ミニドックを実施し、

僅かながら受診者・受診率が増加しまし

た。

検診回数・内容は同様に開催します。 前

立腺がん検診の上限年齢は撤廃します。



②母子保健事業の充実

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

妊娠出産期の女性への健康

支援

妊娠、出産期の女性が安心して健康に過ご

すための情報提供、相談体制の充実を図り

ます。また、安心安全な妊娠・出産を確保

するため、妊婦健康診査の充実を図りま

す。

・婚姻時に夫婦への風疹予防接種の周知をしてい

る。

・妊娠届出時に妊婦の健康状態を把握し、情報提

供・啓発の機会としている。

・妊婦健康診査は県との連携により適切な受診時

期や検査内容を協議している。

・「パパ＆ママ講座」、「ベビーとママのナチュ

ラルケア講座」等の教室を通じて情報提供をして

いる。

町民福祉課

健康ほけん課

【町民福祉課】妊娠届出時に妊婦の健康

状態を把握するとともに安全・安心な出

産について情報提供をしました。また、

各種妊婦健診を実施して、妊娠期間を健や

かに過ごし安心して出産を迎えられるよう

支援しました。これらの取組みにより安

全・安心な出産につなげました。

【健康ほけん課】風しん予防接種の助成

制度についてホームページにて周知しま

した。また、風しん第５期の抗体検査・

予防接種について、各保育園にてポス

ター掲示をしました。

【町民福祉課】引き続き、これまでの取

組みを継続し、妊娠出産期の女性への健

康支援を実施します。

【健康ほけん課】引き続き、ホームページ

やポスター等を活用し、安全・安心な出

産について情報提供を行います。

母子保健指導・相談窓口の

充実

新生児訪問指導や予防接種事業を充実させ

るなど、安心して子育てができるよう母子

保健サービスをさらに充実させるととも

に、子育てに対する悩みに対応する相談窓

口を設置します。

・新生児訪問は希望者に実施し、乳児訪問は対象

者全員に実施している。

・乳幼児相談では助産師による母乳相談の機会と

している。

・子育て支援センター、役場関係部署、保育所が

相談に対応するとともに、臨床心理士による相談

も機会を増やしている。

町民福祉課

健康ほけん課

【町民福祉課】新生児訪問や乳児訪問を

実施し、赤ちゃんの発育や母親の体調回

復を確認、助産師による母乳相談を実施

するとともに、各種予防接種事業につい

て案内します。また、役場を始め子育て

支援センターや保育園が各種相談に対応

するとともに、臨床心理士による相談対

応も実施し、お子さんの健やかな成長と

母親の体調回復につなげました。

【健康ほけん課】定期予防接種の未接種

者に対し、接種勧奨のため個別通知を実

施しました。

【町民福祉課】引き続き、これまでの取

組みを継続し、お子さんの健やかな成長

と母親の体調回復を支援します。

【健康ほけん課】引き続き、未接種者へ

の個別通知を実施し、安心して子育てがで

きるよう支援します。



（２）あらゆる暴力の根絶

①暴力の防止に向けた意識啓発

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

暴力の防止に向けた啓発活

動

人権尊重の観点から、様々な機会を通じ

て、DVに対する認識を深め、幅広い年代

に向けて防止のためのさらなる意識啓発を

推進します。

・「女性に対する暴力をなくす運動」推進期間に

街頭や町祭りにて啓発活動実施。若年層への啓発

が不十分な状況である。

町民福祉課 「女性に対する暴力をなくす運動」の推

進期間及び児童虐待の啓発期間、町のイ

ベントなどの機会を通して啓発活動を実施

し暴力防止に向けた意識啓発につなげま

した。特に若年層への啓発については、

高校生等の電車での通学時間帯に合わせ

て啓発活動を行いました。

引き続き、「女性に対する暴力をなくす

運動」の推進期間及び児童虐待の啓発期

間、町のイベントにて啓発活動を継続し

ます。さらに様々な年代に啓発できるよ

う時間帯や場所に配慮します。

セクシャル・ハラスメント

防止の取組・啓発

職場などにおけるセクシャル・ハラスメン

ト防止に関する取組を強化するため、意識

啓発を推進します。

「女性に対する暴力をなくす運動」推進期間に、

町内主要箇所で啓発チラシを配布している。

町民福祉課 「女性に対する暴力をなくす運動」及び

児童虐待の街頭啓発の中で、セクシャ

ル・ハラスメント防止に関する周知活動

を行い、暴力の防止に向けた意識啓発に

つなげました。

引き続き、「女性に対する暴力をなくす

運動」の推進期間及び児童虐待の啓発期

間、町のイベントなどの機会を通して啓発

活動を継続します。さらに様々な年代に

啓発できるよう時間帯や場所に配慮しま

す。

②相談体制の充実

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

相談窓口の設置 DVなどの相談に対応できるよう庁内の体

制を整えるとともに、関係機関との連携を

図ります。

・夜間・休日等においても相談対応ができるよ

う、宿日直から担当者に連絡が取れる体制を整え

ています。

町民福祉課 夜間・休日等においても相談対応ができ

るよう、宿日直から担当者に連絡が取れ

る体制を整え、相談体制の充実を図りま

した。このような体制を整えています

が、これまで休日におけるDVに関する連

絡はありませんでした。

引き続き、夜間・休日等においても相談

対応ができる体制を整備します。

相談窓口の周知 DVなどの相談に応じるため、広報紙など

様々な機会を通じて相談窓口の周知を図

り、相談者が相談しやすい環境を整えま

す。

・子育てガイドブック等で、配偶者等からの暴力に

対する県内相談窓口の連絡先を周知しています。

町民福祉課 子育てガイドブック等で配偶者等からの暴

力に対する県内相談窓口の連絡先を周知

しています。相談しやすい環境は整えてい

ますが問い合わせはありませんでした。

DV相談等は聞き取りが大半を占めていま

すが、相談窓口の強化ととともに大台町

母子保健事業(妊婦面談、乳幼児相談、赤

ちゃん訪問)等の相談にものれる体制づく

りを強化します。



③暴力被害者の保護と支援

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

関係機関との連携 被害者の保護と支援のため、配偶者暴力相

談センター（女性相談所）・医療機関・警

察・保健所・人権擁護委員・弁護士など関

係機関との連携を深め、被害者の安全確保

を図りながら、必要に応じて一時保護、施

設入所などの支援を行います。

・必要に応じて各関係機関と情報共有を行い、適

切な支援が可能となるよう調整を図っています。

町民福祉課 H29年度0件、平成30年度2件。

必要に応じて警察、女性相談所、児童相

談所と情報共有を行い対応しました。ま

た、適切な支援が各機関でできるように

調整を図りました。

引き続き、各関係機関と情報共有を行

い、適切な支援が可能となるよう調整を

図ります。

自立に関する支援の充実 DV被害者が避難先で落ち着いた生活を取

り戻すために、心身の健康回復のための支

援や自立に向けた必要な支援を行います。

・被害者の自立に向け、適切な助言や支援ができ

るよう各関係機関との連携を図っています。

町民福祉課 H29年度0件、H30年度1件。

被害者の自立に向けて、適切な助言や支

援ができるように児童相談所や臨床心理

士が行う心の健康相談につなげました。

引き続き、被害者の自立に向け、適切な

助言や支援ができるよう各関係機関や臨

床心理士が行う心の健康相談につなげま

す。



（３）多様な自立に関する支援の提供

①多様な自立に関する支援

主な取り組み 取組内容 策定時状況 担当課 Ｈ30年度末における評価 Ｒ2年度までの取組

障がい者（児）相談事業の

充実

障がい者（児）の生活全般にわたる相談や

福祉サービスの利用支援などの充実を図り

ます。子どもの発達の遅れに関する相談支

援や療育等の活動支援体制の充実を図りま

す。

・障がい者（児）の生活全般にわたる相談や福祉

サービスの利用支援などを実施しています。

・子どもの発達の遅れに関する相談支援、療育等

の活動支援体制をとっています。

町民福祉課 身体障害者・知的障害者相談支援セン

ター、精神障害者相談支援センターを運

営（委託）して、生活全般にわたる相談や

障がい福祉サービス利用を支援しまし

た。これにより住み慣れた地域での自立

して暮らしの一助となりました。

子どもの発達の遅れに関する支援につい

ては、松阪圏域での児童発達支援セン

ターの共同設置について協議を重ねまし

た。

引き続き、相談体制を充実させ、障がい

者の自立した暮らしを支援します。

児童発達支援センターについては、令和

２年度末までの設置に向け、引き続き、

松阪市と多気郡３町で協議を進めます。

障がい者（児）の地域生活

支援及び生活環境の向上

障がい者（児）が、安心して家庭や地域で

暮らせるよう、地域生活の支援や生活環境

の向上に取組み、社会参画のための支援を

行います。

・障がい者（児）への社会参画支援として、ホー

ムヘルプサービスの利用やデイサービスセンター

の活用、日常生活用具の給付等福祉サービスの利

用促進を行っています。

町民福祉課 障がい者（児）の自立した生活を支援す

るため各種障がい福祉サービスを実施す

るとともに、ユニバーサルデザインに基

づく施設整備を推進しました。また、外

出支援及び社会参加の促進のため、おも

いやり駐車場・ヘルプマークの普及に努

めました。これにより障がい者の自立し

た暮らしにつながりました。

引き続き、取組の継続・充実に努めま

す。

単身・高齢者世帯への各種

支援

単身者や高齢者が地域でできる限り自立し

て生活できるよう、必要に応じた在宅サー

ビス、就業機会の拡大・情報提供など、相

談・支援体制の充実を図ります。また高齢

者のこころの健康づくりや生きがいづくり

に努めます。

・生活支援サービスについての要望があるため検

討を進めている。

・心の健康づくりへの啓発を広報紙等で実施して

いる。

町民福祉課 単身者や高齢者などの各種相談窓口を設

置して地域で自立した生活を支援しまし

た。また、毎月こころの健康相談を開催

して、こころの健康に関する悩みの相談に

応じるとともに、シルバー人材センター

を支援し高齢者が働くことを通じた生き

がいづくりに努めました。これにより高

齢者が住み慣れた地域でいきいきと自立

した生活を送れる一助となりました。

引き続き、取組の継続、充実に努めま

す。



一人親家庭等への各種支援 児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成事

業のほか、子育て支援の充実や就業に関す

る情報提供などの相談・支援体制の充実を

図ります。

・児童扶養手当現況聞き取り時での啓発を行った

が、支援体制の情報提供が不十分な状況です。

町民福祉課

健康ほけん課

【町民福祉課】HPや子育てガイドブック

で各種支援策を周知するとともに、届出

窓口でのワンストップ手続きや各種相談

体制を整備したことで、一人親家庭等へ

の情報提供などの支援体制の充実が図れ

ました。

【健康ほけん課】一人親家庭等医療費助

成制度に関しては、児童扶養手当と情報連

携を行い、届出窓口でのワンストップ手

続きや制度の周知を行ないました。

【町民福祉課】引き続き、取組の継続・

充実に努めます。

【健康ほけん課】引き続き、取組の継

続・充実に努めます。また、受給者のう

ち未就学児の医療費の窓口無料化を行

い、子育て支援体制を拡充します。


