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女性活躍推進法による 

「特定事業主行動計画」知っていますか？ 
はもりあ 93 号キーワードでは、「事業主行動計画」について掲載しました。 

民間企業は「一般事業主」として、労働者が 301 人以上の企業は行動計画の策定義務があり、労働者が

300 人以下の企業は、行動計画策定に努力することとなっています。 

さて、四日市市役所はというと、地方自治体なので「特定事業主」として、行動計画を策定しなくてはなら

ない立場になります。 

そこで、四日市市は、今年 3 月に「特定事業主行動計画」を策定し、市のホームページで公表しています。 

（http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu91776.html） 

特定事業主行動計画の策定に当たっては、現状の把握と数値目標を設定することとなっています。例えば、

四日市市の行動計画では、女性職員の登用に関しては、管理職に占める女性職員の割合として、現状（平成

27 年 4 月）が 18.8％で、平成 32 年の目標値を 25％としています。 

特定事業主は、毎年少なくとも１回、取り組みの実施状況の公表が求められています。その際に、数値目標

を設定した項目については、その進捗状況も明らかにすることが望ましいとされています。 

女性活躍推進法では、事業主の中でも、「国及び地方公共団体の機関」を特に、特定事業主として定義して

取り上げています。特定事業主が着実に取り組みを進めることで、一般事業主を率先垂範するという意義を

含んでいるということです。 

四日市市は、「男女共同参画プランよっかいち 2015～2020」でも、今後充実強化を進める項目に、『四

日市市役所における男女共同参画を推進する』という項目を挙げています。 

女性が職業生活をしていく時に、立場や、家庭、生活環境がどんな状況にあっても、イキイキ

と働けるような職場になるよう推進していかなくてはと思っています。  

  

 

 

 

３月２６日(土)、こどもさんかくカレッジを開催しました。 

今回のこどもさんかくカレッジは春休み職場見学として、四日市市中消防署に

お邪魔し、そこで仕事をしている女性の消防士さんにお話を聞きました。 

職業として、まだまだ男性のイメージが強い消防士を選択したきっかけや仕事

のやりがい、大変なことなどをわかりやすく話をしてもらいました。 

その後、水消火器を使用した消火体験や煙体験、いろいろな種類の消防車や救

急車の見学などをし、参加した子どもたちも興味深々で熱心に見学 

  していました。 

子どもたちが将来、やりたい仕事を考えた時に、男性の仕事だから、女

性の仕事だからというくくりではなく、性別に関係なく職業は選択でき

るということを知るきっかけになればいいなと思います。 

ちなみに、この時の消防士さんのお話によると、四日市市では、

343 人中 13 人の女性の消防士さんが活躍中とのことでした。 

「はもりあ」とは造語で、女性と男性の協

働という素敵な“ハーモニー”が奏でられる

“中核エリア”という意味です。 

２00６年 10 月に公募で決定した男女共同

参画センターの愛称です。 

 世界経済フォーラムの発表によれば、2015年の各国の男女格差を測るジェンダーギャップ指数について、日本
の順位は145 か国中101 位と昨年より三つ順位が上昇しました。そうした中、５月２６日、２７日には伊勢志
摩サミットが開催され、ホスト国の日本は女性活躍をサミットの主要議題の一つとし、あらゆる分野で女性活躍推
進に向けた国際的な機運を高めていこうとしています。はもりあ四日市では女性活躍を含む男女共同参画の推進に
ついて、皆さんと一緒に考え、行動していきたいと思っています。まずは各種事業に是非参加してくださいね。 

【女性の消防士さんの話】 

【消防車の見学】 



 

【講演会の様子】 
パワーポイントを用いて
わかりやすくお話いただ
きました。 

 

 

四日市市は、市民の皆さんが男女共同参画について考えていただくきっかけづくりとして、平成 19

年度から、三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」、鈴鹿市男女共同参画センター「ジェフリー

すずか」、そして四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」の３センターが連携して、映画祭

をはじめました。連携映画祭の輪は広がり、今年で１０年目を迎えます。 

今年も男女共同参画週間（6/２３～６/２９）にあわせ、５つのセンター

と２２市町が連携して、県内 2２会場で上映します。四日市会場だけでな

く、他の市町の上映会場にも、お気軽にお出かけください。 

(県内の上映スケジュールちらしは、「はもりあ」にあります。) 

四日市市の上映会についての詳細は、「広報よっかいち５月下旬号」で 

お知らせします。                         

©2014 BSM Studio. All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 商工会議所女性部会長で、ばんこの里会館館長、イング株式会社

取締役企画室長である数馬桂子（かずまけいこ）さんを講師にお

迎えし、女性が方針決定に関わる必要性を、ご自身の経験をふまえ、

様々な角度からお話いただきました。 

 受講された方からは、「生き方から多くのことを学んだ。」「半生を

語りながらの実践が興味深かった。」などの声をいただき、充実した

講演会となりました。また講師である数馬さんからも「今後も、男

女共同参画について学んでいきたい。」とのコメントがありました。 

 今後も男女共同参画を推進するために、講演会などの企画をして

いきます。ぜひご参加ください！ 

【映画で見つけよう！男女がともに生きるヒント  

～つながる ひろがる メッセージ～】 
 

 

 

毎年大好評！「はじめての台所＆ちょこっとさんかく教室」 
料理を基本から学びたいと思っている男性のための料理教室です。４回シリーズで今年も開講します。 

お申込み等詳しくは、「広報よっかいち５月下旬号」でお知らせします。 

【開講日時】 

第１回 ７月２日(土) 

第２回 ７月９日(土)   時間は 

第３回 ８月２７日(土)  ９：３０～１３：００ 

第４回 ９月３日(土)                       【昨年度の講座の様子】 

                 



 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施校・園・他 数 講座数 受講人数 

大学 1 校 1 108 

高校 3 校 3 1,493 

中学校 8 校 9 747 

小学校 11 校 36 1,298 

保育園 8 園 11 525 

幼稚園 10 園 11 448 

学童保育所 2 所 2 145 

保護者・教員 2カ所 2 46 

 45 75 4,810 

●●●●●受講しての感想（担当教職員から）●●●●● 
 
◆中学生 対象講座では… 

ロールプレイ等、生徒が興味を持てるよう工夫されて
おり、生徒は内容を身近に感じていました。デートDV
は、今後の生活の中で体験していく可能性が高く、予
防教育は必要不可欠なものだと思っています。 

 
◆高校生 対象講座では… 

自分の言動を見つめ直すことができた生徒が多くいた
ようでした。今後は、より多くの生徒が適切な交友関
係を築くことができるよう、教員も指導を工夫してい
ければと思っております。 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

 

 

 

講師には、保育園・幼稚園・小学校は四日市人権擁護委員
協議会（会長：上野尚子さん）の皆さん、中学校・高校・大
学の講師はデートＤＶ防止講座の認定ファシリテーターや県
内の支援活動団体スタッフ、また受講対象に合わせ、伊田広
行さん（DV 加害者教育プログラム、NOVO 主催）と、多彩
な方々をお迎えしました。 

 

平成 2７年５月２３から平成 2８年２月２７日まで、市内の保育園、 

幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、学童保育所等合わせて４５カ所で、
７５講座、4,810 人に受講していただきました。 

 

  
日本で初めて女性の参政権が使われたのは、

70 年前の昭和 21 年のことです。それ以前は、
女性に選挙権は与えられていないだけでなく、意
見表明をはじめとした政治活動が制限されてお
り、男女平等とは言い難い状況でした。 
そんななか、平塚らいてうや市川房枝などの活

躍により、大正 11 年に女性の政治活動の制限が
撤廃され、その後、昭和２０年に女性の参政権が
認められ、そして、昭和２１年には初めて 39 名
の女性国会議員が誕生しました。 
活力ある豊かな国にしていくためには、多様な

意思が政策・方針決定に反映されることが必要
で、政治分野における女性の参画拡大は最も重要
な課題です。しかしながら、現在の衆議院議員に
占める女性の割合は 9.5％となっており、70 年
前の 8.4％から進展しているとは言い難い状況
です。国では第 4次男女共同参画基本計画に基づ
いて、「女性の政治参画マップ」を作成し、女性
の参画状況などの「見える化」に取り組んでいま
す。 
平成 28 年の夏には、参議院

議員選挙が行われる予定です。
今選挙から選挙権が 18歳から
に引き下げられたことにより、
より多様な意見を反映させるこ
とができます。みなさんの意見
を政治に反映させ、皆が過ごし
やすい世の中を作るために、投
票へ行きましょう！ 

今月のキーワード  

女性の参政権行使７０周年   
 
 
 
 
 
 
 

今回は、私（４２歳男性）の子育て奮闘記です。 

Ｒ君とＫ君は、４月で３歳９カ月になり、ついに幼

稚園デビューしました。二人とも「れんげ組」です。

双子の場合は同じクラスにするかどうか希望をきいて

もらえ、うちは別々にすると心細いかなと思い、同じ

クラスにしてもらったのですが、自立心を芽生えさせ

るために別のクラスにされるところもあるそうです。  

さて、入園式ともあって、Ｒ君とＫ君はいつもと違

っておめかしをしました。ネクタイがついた白いシャ

ツに、色違いのベストです。最初は二人とも怪訝そう

な顔で着替えようとしませんでしたが、「お父さんと同

じネクタイだね。かっこいい。」というと、ニコニコ顔

で着替えてくれました。ネクタイ姿のお父さんをかっ

こいいと思っているかどうかはわかりませんが。(-_-;) 

この幼稚園は、年少から年長まで７クラス、延長保

育もあり、担任の先生はすべて女性でしたが、理事長、

園長、事務長はすべて男性でした。女性の多い職場で

も、管理職は男性ばかりだなぁと改めて感じました。 

【まわりは若いお父さんばかりだなぁと感じた担当：Ｙ】 
 

男女 
共同 

ああいい  

 

このコーナーでは、はもりあ四日市のスタッフが、本を読んだ
り、映画を観たり、お話しを聞いたり、また、日々の生活の場面
で感じたことを綴っていきます。 もちろん、『男女共同参画』の
視点   を通してね。 

 



       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○●◎あとがき◎●○ 

 はじめまして、はもりあ四日市のミスターＨです。４月から新たに任用されました。男女共同参画に関して特段

の知識も経験もありませんが、新鮮な気持ちで女性を応援したいと思っています。皆さんのご支援を得ながら頑張

ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人ワークスタイル・デザイン 主催 

ぱれっとワークショップ 2016  ミニセミナー＆おしゃべり交流会 
 

★「女性のための就活ファーストステップ」5 月 17 日(火)/ 21 日(土) ※両日、同じ内容です。 

《講師》キャリアコンサルタント 森井佳子さん 
《内容》「主婦＝キャリア 0 じゃない！」 

    主婦目線をプラスした就活とは？今の生活の中でできる３つのこと。他 
★「起業のすすめ〜一歩を踏み出す勇気〜」6 月 22 日(水)/ 25 日(土) ※両日、同じ内容です。 
《講師》公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー 吉田太紀子さん 
《内容》教室やお店を始めたいけれど、なかなか踏み切れないという方にお奨め！組織にしがみつ

かない女性の働き方とは？ 交流会では、起業への不安や悩みを共有し、語り合いましょう！ 
    
※両講座とも、ミニセミナーと交流会の 2 部構成になっています。 

《時間》ミニセミナー10:00〜11:30、交流会 11:30〜 
《定員》各 10 人（女性限定） 《会場》ばんこの里会館２階にじいろ堂（四日市市陶栄町 4-8） 
《参加費》各 1,500 円（交流会参加の方は、参加費とともにランチ代 1,000 円が必要です） 
     ※交流会不参加の方は、ドリンク代（350 円）が別に必要です 

《申し込み・問い合わせ》NPO 法人ワークスタイル・デザイン  
            電話：０５９−３４７−７２９２ メール：info@wsdesign.org   
            ホームページ：wsdesign.org（申込フォームから受付） 

 
ＮＰＯ法人四日市まんなかこどもステーション 主催 

★子育てサロン「カフェまんなか」 子どものこと自分のこと、何でもゆっくり話しましょう。 
《日時》5 月 26 日（木）、6 月 23 日（木）、7 月 14 日（木） 
《定員》6 組（要予約、定員になり次第締め切り） 《会場》まんなかこどもステーション 
《参加費》いずれの日も、500 円（おいしいお菓子とコーヒー付き） 
《託児》1 人 500 円（2 人目から 250 円） 

 

★「初めての人も、絵本の広場とランチ」 ハロルド君と絵本、旬の野菜いっぱいのランチ 
《日時》6 月 2 日（木）、7 月 7 日（木） いずれの日も、絵本 11：00～、ランチ 11：45～ 
《対象》未就園児の親子 
《定員》12 組（要予約、定員になり次第締め切り） 《会場》まんなかこどもステーション 
《参加費》800 円、こどもランチ 100 円（必要な人） 
 
《申し込み・問い合わせ》ＮＰＯ法人四日市まんなかこどもステーション 
            住所：四日市市西町 2-12 
            ＴＥＬ：０５９-３５１-６６７０ ＦＡＸ：０５９-３５１-６６７９ 

登録グループイベント紹介 

mailto:info@wsdesign.org

