平成１８年度事業実績・平成１９年度事業予定
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目標Ⅰ
課題１

男女共同参画社会に向けての意識改革

男女平等を確立するための意識づくり

① ジェンダーに敏感な意識の醸成
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

１
男女共同参画情報紙 男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画情報紙「は 男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画情報紙「は 男女共同参画室
男女平等意識をつくる （はるか）の発行
るか」を通じ、男女平等意識を一層推進した。男女共同参画に るか」を通じ、男女平等意識をさらに推進する。また、男女共同
啓発活動の推進
（Ⅰ-１-①-１-１）
関するカットを市民から募集し表紙として採用するとともに、で 参画に関するカットを市民から募集し表紙として採用するととも
きるだけ多くの市民を紹介し、公募編集委員の手づくりによる に、できるだけ多くの市民を紹介し、平成19年度新規公募の編
情報紙をめざした。また、男性に対し男女共同参画の理解を 集委員とともに新たな視点を加えた手づくりによる情報紙をめ
深めるため、地域、家庭等に参画する身近な具体例を紹介し ざす。また、男性に対し男女共同参画の理解を深めるため、地
た。情報紙を男性に積極的に配布し、男女平等意識づくりの啓 域、家庭等に参画する身近な具体例を紹介する。情報紙を男
性に積極的に配布し、男女平等意識づくりの啓発に努める。
発に努めた。
第17号「これからの子育て支援に求められるもの」
（平成18年10月発行）
第18号「仕事も家庭も大切に」（平成19年4月発行）
※市民から募集したカットを「はるか」の表紙に採用
・形態
Ａ4版、8ページ、2色刷り（一部多色刷り）
・発行部数 各5,000部
・配付先
各公共施設窓口、関係団体、事業者（189社）、
関係各市等
・公募委員 5名（女性4名、男性1名）
・アドバイザー 1名（女性1名）

第19号「未定」（平成19年10月発行）
第20号「未定」（平成20年 4月発行）
※市民から募集したカットを「はるか」の表紙に採用
・形態 Ａ4版、8ページ、2色刷り（一部多色刷り）
・発行部数 各5,000部
・配付先 各公共施設窓口、関係団体、事業者（189社）、
関係各市等
・公募委員 5名（女性3名、男性2名）
・アドバイザー 1名（女性1名）

広報、ビデオなどによ 男女共同参画社会実現に向けて取組んでいる施策・事業につ 男女共同参画社会実現に向けて行っている施策・事業につい 広報広聴課
いて広報で積極的に情報発信した。（配付部数 98,000部）
る啓発
て、広報で積極的に情報発信する。（配付部数 98,000部）
（Ⅰ-１-①-１-２）
・かがやく女と男（ひととひと）のコーナー（年5回）
・かがやく女と男（ひととひと）のコーナー（年5回）
・男女共同参画社会の啓発(11月15日号2頁)
・男女共同参画社会の啓発(11月1日号1頁、11月15日号1頁)
・情報コーナーのチラシの設置や広報掲示板のポスター（かす ・情報コーナーのチラシ設置や広報掲示板のポスター（かすが
い男女共同参画市民フォーラム）掲示
がい男女共同参画市民フォーラム）掲示
２
男女共同参画推進月 ジェンダーや女性問題について、市民、社会活動団体、企業
男女共同参画推進月 間の周知
及び市が共に考える機会を設けるとともに、男女共同参画社
間の設置
（Ⅰ-１-①-２-１）
会づくりの気運を一層高めるために、11月の推進月間におい
て啓発を行った。
・男女共同参画特集 （広報かすがい11月15日号）
・啓発パネルの展示
西部ふれあいセンター
11月 1日～10日
味美ふれあいセンター
11月13日～17日
レディヤンかすがい
11月17日～22日
本庁1階市民ホール
11月24日～30日
（Ⅰ-１-①-２-２「男女共同参画フォーラムの開催」参照）
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ジェンダーや女性問題について、市民、社会活動団体、企業 男女共同参画室
及び市が共に考える機会を設けるとともに、男女共同参画社
会づくりの気運を一層高めるために、11月の推進月間におい
て啓発を行う。
・広報での周知や公民館等公共施設において啓発予定。
（Ⅰ-１-①-２-２「男女共同参画フォーラムの開催」参照）

（続き）
男女共同参画フォー 男女共同参画社会の実現をめざした意識啓発を目的にジェン
２
ラムの開催
ダーや女性問題について、市民、社会活動団体、企業、市が
男女共同参画推進月 （Ⅰ-１-①-２-２）
共に考える機会として、「かすがい男女共同参画市民フォーラ
間の設置
ム」を開催した。
第5回かすがい男女共同参画市民フォーラム
実施日 11月25日（土）
テーマ かがやく個性 のびやかな暮らしを求めて
～歩いた後に道ができる～
場 所 青少年女性センター（レディヤンかすがい）
参加者 210人
内 容
・基調講演（テーマ）「女と男のいい関係」
講師 夫婦問題カウンセラー 岡野あつこ氏
・ワークショップ（テーマ）
「みんなでつくる男女共同参画の合言葉」
コーディネーター 名古屋学院大学講師 松田照美氏
コメンテーター
夫婦問題カウンセラー 岡野あつこ氏
ファシリテーター
男女共同参画市民フォーラム実行委員会委員
・ジェンダー川柳入賞者表彰
募集期間 8月15日～9月15日
応募数 238句
最優秀賞 「子育てを担った父が育てられ」
優秀賞2句、入選20句、佳作54句
・その他 男女共同参画に関するパネル展示
３
市職員研修の充実

市職員研修の実施
（Ⅰ-１-①-３-１）

男女共同参画社会の実現をめざした意識啓発を目的にジェン 男女共同参画室
ダーや女性問題について、市民、社会活動団体、企業、市が
共に考える機会として、「かすがい男女共同参画市民フォーラ
ム」を開催する。
・第6回かすがい男女共同参画市民フォーラム
実施日 11月11日（日）
テーマ 未定
場 所 未定
内 容 未定

職員一人ひとりがジェンダーに敏感な視点で事業にあたること 職員一人ひとりがジェンダーに敏感な視点で事業にあたること 人事課
ができるよう、ジェンダーについて知識と理解を深めるための ができるよう、ジェンダーについて知識と理解を深めるための
研修を実施した。
研修を実施する。
・階層別研修において「男女共同参画」についての研修を実施 ・階層別研修において「男女共同参画」についての研修を実施
した。
する。
第1部（新規採用職員前期）研修 4月6日（2時間）
講師 青少年女性課男女共同参画推進担当主査 54名対象
第3部（3級職員後期）研修Ⅰ 6月16日（2時間）
講師 青少年女性課男女共同参画推進担当主査 38名対象
第3部（3級職員後期）研修Ⅱ 9月22日（2時間）
講師 青少年女性課男女共同参画推進担当主査 42名対象
第4部（新任主査職）研修 11月29日（1.5時間）
講師 名古屋学院大学 専任講師 松田照美氏 68名対象
第4部（主査職前期）研修 11月10日（1.5時間）
講師 愛知教育大学 助教授 大村惠氏 42名対象
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第1部（新規採用職員前期）研修 4月9日（2時間）
講師 市民活動推進課男女共同参画室主事 63名対象
第3部（3級職員後期）研修Ⅰ 11月1日（2時間）
講師 市民活動推進課男女共同参画室室長補佐 36名対象
第3部（3級職員後期）研修Ⅱ 6月15日（2時間）
講師 市民活動推進課男女共同参画室室長補佐 49名対象
第4部（新任主査職）研修 11月30日（1.5時間）
講師 愛知教育大学 准教授 大村惠氏 75名対象

② 男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し
施策
事業内容

平成１８年度事業実績

ジェンダーに敏感な意識の醸成のためには、子どもの頃から
の学習・教育が必要不可欠である。17年度に作成した「ジェン
ダーかるた」を利用してイベントを開催し、遊びながらジェン
ダーについて学び、男女共同参画の理解を深めた。また、17
年度に引き続き、広報に4コマ漫画による啓発記事を掲載し
た。
・ジェンダーかるた（幼児～小学生向け）による「親子かるた取
り大会」
平成19年1月20日（土） 参加者 12組32人
・広報春日井における4コマ漫画掲載による啓発
年6回（内１回は特集記事）、4コマ漫画を掲載し、市民に分
かりやすく啓発した。
・男女共同参画情報紙「はるか」の発行（再掲Ⅰ-１-①-１-１）
・男女共同参画出前講座用パネル作成
ジェンダーに関する講 男女共同参画社会の実現をめざして、男女が多様な能力を開
発、発揮し、社会のあらゆる分野へ参画できるよう男女共同参
座の開催
画セミナーを開催した。また、市民を対象に、家庭生活や社会
（Ⅰ-１-②-４-２）
活動で男女がよきパートナーとして互いに助け合うことができ
るよう意識啓発のための出前講座を実施した。

４
啓発資料の作成・提
家庭、地域、職場など 供
における制度、慣行 （Ⅰ-１-②-４-１）
の見直し

女性のためのエンパワーメントセミナー（8回講座）
・開講式、エンパワーメントとは（8月8日）
講師 人材育成コンサルタント 松田照美氏
・恋愛・結婚のスタイルを考えてみよう
～役割に縛られないために～（8月22日）
講師 椙山女学園大学教授 森川麗子氏
・プロジェクトN～妻が働きはじめるとき～（9月5日）
講師 NPO法人参画プラネット 常任理事 中村奈津子氏
・仕事と家庭の充実
～なぜワークライフバランスが大切か？～（9月20日）
講師 名古屋大学助教授 田村哲樹氏
・女性のためのマネープラン
～上手な資産運用について考えよう～（10月11日）
講師 上級ファイナンシャルプランナー 吉田江美氏
・アサーティブネストレーニング
～コミュニケーション能力をたかめ自分の
気持ちを伝えよう！～ （10月24日）
講師 フェミニストカウンセリングなごやカウンセラー
佐竹一予氏
・男女共同参画市民フォーラムに参加（11月25日）
・今まで そしてこれからの私～みんなでセッション～、
閉講式（11月28日）
講師 フェミニストカウンセリングなごやカウンセラー
佐竹一予氏
開催場所 レディヤンかすがい
受講者数 17人（延べ103人）
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所管
平成１９年度事業予定
ジェンダーに敏感な意識の醸成のためには、子どもの頃から 男女共同参画室
の学習・教育が必要不可欠である。17年度に作成した「ジェン
ダーかるた」を利用してイベントを開催し、遊びながらジェン
ダーについて学び、男女共同参画の理解を深める。また、18
年度に引き続き、広報に4コマ漫画による啓発記事を掲載す
る。
・ジェンダーかるた（幼児～小学生向け）による「親子かるた取
り大会」
平成20年1月実施予定
・広報における4コマ漫画掲載による啓発
年7回（内2回は特集記事）、4コマ漫画を掲載し、市民にわ
かりやすく啓発する。
・男女共同参画情報紙「はるか」の発行（再掲Ⅰ-１-①-１-１）
男女共同参画社会の実現をめざして、男女が多様な能力を開 男女共同参画室
発、発揮し、社会のあらゆる分野へ参画できるよう男女共同参
画セミナーを開催する。また、市民を対象に、家庭生活や社会
活動で男女がよきパートナーとしてお互いを助け合うことがで
きるよう意識啓発のため出前講座を実施する。
・女性のためのエンパワーメントセミナー（８回講座）
テーマ、開催日、講師 未定
・うえいくあっぷセミナー（2回講座）
テーマ、開催日、講師 未定
・男女共同参画セミナー（学校、事業所、地域向け）
テーマ、開催日、講師 未定
・男女共同参画出前講座
テーマ、開催日、講師 未定

（続き）
（続き）
うえいくあっぷセミナー（2回講座）（2月27日・3月6日）
ジェンダーに関する講 テーマ
「リプロダクティブ・ヘルス・ライツ
座の開催
～自分らしく健康に生きるために～」
（Ⅰ-１-②-４-２）
講 師
名古屋大学医学部保健学科教授 鈴木和代氏
開催場所 レディヤンかすがい
受講者数 8人（延べ14人）

男女共同参画室

男女共同参画セミナー（学校向け）（2月3日）
テーマ
「子どもは地域で育てよう」
講 師
フェミニストカウンセラー 具ゆり氏
開催場所 西部ふれあいセンター
対象者
西部中ブロック3小学校PTA役員・
西部中学校PTA役員
受講者数 110人
男女共同参画セミナー（事業者向け）（2月8日）
テーマ
「仕事と家庭の両立：体験的ワークライフバランス
論」
講 師
名古屋大学助教授 田村哲樹氏
開催場所 青少年女性センター（レディヤンかすがい）
対象者
春日井青年会議所会員
受講者数 35人
男女共同参画出前講座（6月22日）
内 容
ジェンダー紙芝居、イラストで見るジェンダー
講 師
青少年女性課職員
対象者
小学生約50人
開催場所 スクールポケット(坂下小学校)
家庭、地域、職場など男女不平等な慣行、慣習に気づき、ジェ 家庭、地域、職場など男女不平等な慣行、慣習に気づき、ジェ 青少年女性セン
ター
ンダーの視点に立って考える講座を開催した。
ンダーの視点に立って考える講座を開催する。
・自分のからだは自分で守る 2回講座 参加者 18人
実施日 9月6日、13日
内 容 からだのサイクルを知る
―更年期等女性特有の疾患について考える―
・ＤＶのない社会をめざして 4回講座 参加者 19人
実施日 10月6日～27日（各金曜日）
内 容 ・女性相談から見えてくるもの
・再出発にむけて―法的支援を考える
・被害者支援の現場から
・デートＤＶを知っていますか？
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・いきいきレディースセミナー 4回×2コース
実施日 未定
内 容 男女共同参画社会の実現に向け、女性の生き方を
考える
・いきいきメンズセミナー 3回
実施日 未定
内 容 男女共同参画社会の実現に向け、男性の生き方を
考える

出前講座の活用
（Ⅰ-１-②-４-３）

（続き）
・いきいきレディースセミナー 4回講座 参加者 20人
実施日 10月31日～11月21日（各火曜日）
内 容 上手なコミュニケーションのコツを学ぶ
・自分と家族のためのセルフディフェンス講座
3回講座 参加者 14人
実施日 2月7日～2月21日（各水曜日）
内 容 不審者対策や身近な犯罪に巻き込まれないための
護身術を含む予防法を学ぶ
・男の生き方セミナー 3回講座 参加者 10人
実施日 2月18日～3月4日（各日曜日）
内 容 働き続けることに疲れた男性のために、仕事に追
われる毎日から少し離れて心と健康を考える

(続き)
青少年女性セン
ター

市の行政、施策について、情報提供を図り、市政に対する理
解と関心を深め、市民参画の推進と開かれた市政の実現を目
指し、職員が出向いて話をする「生涯学習まちづくり出前講座」
を実施した。

市の行政、施策について、情報提供を図り、市政に対する理 生涯学習スポー
解と関心を深め、市民参画の推進と開かれた市政の実現を目 ツ課
指し、職員が出向いて話をする「生涯学習まちづくり出前講座」
を実施する。

・開催回数
受講者数

・さらに多くの市民に出前講座を利用してもらえるよう、広報に
掲載するなどして周知を図る。

30回
1,478人

（平成19年3月末現在）

（Ⅱ-２-①-２６-２「出前講座の活用」参照）
５
女性の人権に関する 女性の人権問題に関連する国内法令や国際条約などについ
女性の人権に関する 国内法令・国際条約 ての資料を提供し、周知を図った。
周知・啓発
の周知
〔配布・掲示〕
（Ⅰ-１-②-５-１）
・外国語によるＤＶ防止啓発パンフレットの窓口配布
（英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語、
タガログ語、タイ語、日本語）
・「女性に対する暴力」に関する啓発ポスター
「トラフィッキングという言葉を、知っていますか？」
・「全国シェルターシンポジウム2006ｉｎはこだて」（11月開催）の
チラシ等の配布
国やアジア女性基金から送られてきた各種人権等に関する啓
発資料を市内公共施設にて掲示・配布した。
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女性の人権問題に関連する国内法令や国際条約などについ 男女共同参画室
ての資料を提供し、周知を図る。
〔配布・掲示〕
・「女性に対する暴力」に関する啓発ポスター
国やアジア女性基金から送られてくる各種人権等に関する啓
発資料を市内公共施設にて掲示・配布する。

③ 男女共同参画に関する調査研究と情報の収集提供
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

６
男女共同参画に関す 国・県及び他市などが発行する男女共同参画関連の資料や 国・県及び他市などが発行する男女共同参画関連の資料や 男女共同参画室
男女共同参画に関す る資料の収集・提供 女性問題に関する資料を収集した。併せて、他市町村の男女 女性問題に関する資料を収集する。併せて、他市町村の男女 青少年女性セン
共同参画に関する計画（プラン）、男女共同参画情報紙などを 共同参画に関する計画（プラン）、男女共同参画情報紙などを ター
る資料の収集・提供 （Ⅰ-１-③-６-１）
収集し、青少年女性課窓口及び青少年女性センターにおい
収集し、男女共同参画室窓口及び青少年女性センターにおい
て、情報提供した。
て、情報提供する。
・平成18年度男女共同参画週間（内閣府 6月）
ポスター10枚、チラシ5枚
青少年女性課窓口、レディヤン、各ふれあいセンターにて
掲示、配布
研修等による情報収集
・女性関係施設連絡会議
5月17日 名古屋市男女平等参画推進センター
・平成18年度市町村男女共同参画推進連絡会議
5月25日 愛知県三の丸庁舎
・男女共同参画社会づくりに向けての全国会議
6月26日 東京厚生年金会館
・平成18年度市町村男女共同参画行政主管課長会議
8月22日 愛知県三の丸庁舎
・平成18年度市町村男女共同参画行政担当者研修会
11月22日 尾張事務所
・日本女性会議2006しものせき
10月6日～7日 下関市民会館ほか
７
「男女共同参画に関する市民意識調査」
男女共同参画意識調
意識調査の実施およ 査の実施
現行の「かすがい男女共同参画プラン」に見直しの必要が生
び情報提供
じたため、施策の成果と課題を分析し、プラン改定の基礎資料
（Ⅰ-１-③-７-１）
を得るため、「男女共同参画に関する市民意識調査」を実施し
た。
・調査時期
・調査対象
・回収率

平成18年9月
市内在住の20～69歳の男女 3,000人
市内の中学2年生 1,562人
市内の高校2年生 1,566人
一般市民 39.6％（1,187人）
高校生 92.8％（1,449人）
中学生 95.7％（1,498人）

報告書を作成し、情報コーナーやホームページ等で公開し、ま
た、関係各課、団体等に配付した。
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・平成19年度男女共同参画週間（内閣府 6月）
ポスター、チラシを男女共同参画室窓口、レディヤン、各ふれ
あいセンターにて掲示、配布予定
研修等による情報収集
・女性関係施設連絡会議
5月16日 ウィルあいち
・平成19年度市町村男女共同参画推進連絡会議
5月25日 愛知県三の丸庁舎
・男女共同参画社会づくりに向けての全国会議
6月 東京厚生年金会館
・日本女性会議2007ひろしま
10月19日～ 20日 広島国際会議場ほか

・予定なし

男女共同参画室

④ メディアの活用による意識改革の推進
施策

事業内容

８
ケーブルテレビの活
メディアなどによる啓 用による啓発
発および情報の収集・ （Ⅰ-１-④-８-１）
提供

ホームページによる
情報の収集・提供
（Ⅰ-１-④-８-２）

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

男女共同参画への理解をより一層広め、深めるようケーブル
テレビを活用して情報提供をした。

男女共同参画への理解をより一層広め、深めるようケーブル
テレビを活用して情報提供をする。

・市政だより（年間52番組を制作・放映）
平成18年11月「男女共同参画市民フォーラム」
放映期間 平成18年12月4日～平成18年12月10日

・市政だより（年間52番組を制作・放映）
男女共同参画への理解をより一層広め、深めることができ
る番組を制作・放映する。

所管
広報広聴課

市民が男女共同参画への理解をより一層深めるよう市のホー 市民が男女共同参画への理解をより一層深めるよう市のホー 男女共同参画室
ムページを活用して情報提供に努める。
ムページを活用して情報提供に努めた。
・かすがい男女共同参画情報紙「はるか」
第16号（平成18年4月）
第17号（平成18年10月）
・女性登用（平成18年7月）
・ジェンダー川柳作品集、実施状況報告書（平成17年・18年）、
審議会議事要旨、その他講座のお知らせ等
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・かすがい男女共同参画情報紙「はるか」
第18号（平成19年4月）
第19号（平成19年10月）
・かすがい男女共同参画情報紙「はるか」新編集委員の募集
・女性登用（平成19年7月）
・ジェンダー川柳作品集、実施状況報告書（平成18年・19年）、
審議会議事要旨、その他講座のお知らせ等

課題２ 男女平等の視点に立った学習・教育の推進
① 男女平等の視点に立った家庭教育の推進
施策

事業内容

平成１９年度事業予定

平成１８年度事業実績

所管

９
家庭教育に関する講 家庭における固定的な性別役割分担意識を払しょくし、男女平 家庭における固定的な性別役割分担意識を払しょくし、男女 男女共同参画室
等意識を高める家庭教育を推進するため、各種講座を開催し 平等意識を高める家庭教育を推進するため、各種講座を開催
男女平等意識を育て 座の開催
た。また、学習機会の設定については、時間帯、内容など男性 する。また、学習機会の設定については、時間帯、内容など男
る家庭教育の推進
（Ⅰ-２-①-９-１）
の参加にも配慮した。
性の参加にも配慮する。
・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲

・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲

・男性のための料理教室（4回） 参加者 24人
実施日 5月21日～7月2日（隔週日曜日）
内 容 料理の基本を学ぶ
・家族のふれあい教室（1回）
参加者 18人
実施日 9月2日（土）
内 容 音遊びで親子のふれあいを学ぶ
・男の生き方セミナー（3回）
参加者 10人
（Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」参照）

・父と子の料理教室（1回）
実施日 6月16日（土）
内 容 簡単な料理を学ぶ
・家族のふれあい教室（1回）
実施日 8月25日（土）
内 容 レクリエーションを通して家族のふれあいを学ぶ
・いきいきメンズセミナー（3回）
（Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」参照）

青少年女性セン
ター

１０
さまざまな家族が集い、ふれあい、共同体験をすることにより、 さまざまな家族が集い、ふれあい、共同体験をすることにより、 ふれあいセン
家族協同学習の推進 家族および家族間交 男女がいきいきとした家庭生活を営むよう、学習機会を提供し 男女がいきいきとした家庭生活を営むよう、学習機会を提供す ター
流事業の充実
た。
る。
（Ⅰ-２-①-１０-１）
・夏休み親子でシーボーンアート作り教室(7月26日)
・夏休み親子でシーボーンアート作り教室
高蔵寺
高蔵寺
・夏休み親子ふれあい工作教室（8月4日）
・夏休み親子ふれあい工作教室
・ふれあい親子体操
・ふれあい親子体操（5月12日～6月30日）
南部
・親子手打ちうどん作り
（9月29日～12月8日）
南部
・親子でリトミック
西部
・親子手打ちうどん作り（7月26日）
・朗読とお話を楽しむ
・親子でリトミック（5月10日～7月12日）
西部
・「おみせやさん」で楽しく遊ぼう
東部
（10月4日～12月6日）
・芸能発表会
・朗読とお話を楽しむ（6月3日）
・ペープサート「おふろだいすき」（6月4日）
東部
・芸能発表会（6月4日）
・親子教室 ふれあい広場
毎週水曜日 10時～11時 35回実施

参加者 4,097人

・親子ふれあい体操（5月10日～9月27日）
（10月11日～2月14日）
・楽しく親子でリトミック（5月19日～）
・夏休み親子パン作り（8月3日）
・親子パン作り教室（7月29日、3月24日）
・親と子のふれあい遊び（10月14日）
・人形劇（7月8日）
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知多
中央
鷹来
坂下

・親子教室 ふれあい広場
毎週水曜日 10時～11時
参加者 462人（平成19年4月末現在）
・親子ふれあい体操
・楽しく親子でリトミック
・夏休み親子パン作り教室
・親子ペーパークラフト教室
・親子パン作り教室
・親と子のふれあい講座
・人形劇

子育て子育ち総
合支援館
公民館
知多
中央
鷹来
坂下

（続き)
（続き)
１０
家族および家族間交
家族協同学習の推進 流事業の充実
（Ⅰ-２-①-１０-１）

初夏のファミリーキャンプ
実施日 6月 3日（土）～ 4日（日）
参加者 20組 71人
内 容 自然ガイドハイク、野外炊事、キャンプファイア、
ちまき作り

少年自然の家
初夏のファミリーキャンプ
実施日
6月2日（土）～3日（日）
募集人数 25組 80人
内 容
自然ガイドハイク、野外炊事、キャンプファイア

全国少年自然の家オープンデー・秋のファミリーキャンプ
少年自然の家フェスタ
実施日 10月28日（土）～ 29日（日）
実施日 10月27日（土）
参加者 21組 68人
内 容 自然ガイドハイク、トークライブファイア、野外炊事、 内 容 ネイチャーウォーク、トークライブ、野外炊事、
ネイチャークラフト
ネイチャークラフト
冬のファミリーキャンプ
実施日 12月 9日（土）～ 10日（日）
参加者 25組 78人
内 容 クリスマスリース作り、キャンプファイア、もちつき

冬のファミリーキャンプ
実施日
12月8日（土）～9日（日）
募集人数 25組 80人
内 容
クリスマスリース作り、キャンプファイア、もちつき

真冬のファミリーキャンプ
実施日 2月24日（土）～25日（日）
参加者 15組 41人
内 容 自然ガイドハイク、草木染、おこしもの作り

冬期特別プログラム
実施日
平成20年2月中の土、日曜日（１泊2日）で4回
募集人数 各70人
内 容
草木染、天体観測・観望会、もちつき

実績なし

予定なし
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青年の家

② 男女平等の視点に立った学校教育の推進
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

１１
男女平等教育の推進 人権尊重と男女平等意識を啓発し、児童・生徒が主体的に学 人権尊重と男女平等意識を啓発し、児童・生徒が主体的に学 学校教育課
び、考え、行動する姿勢を育む学校教育を推進した。
び、考え、行動する姿勢を育む学校教育を推進する。
学校教育における平 （Ⅰ-２-②-１１-１）
等教育の推進
・第57回人権週間における啓発行事の実施
・第58回人権週間における啓発行事の実施予定
期 間 12月4日(月)～10日(日)
期 間 12月3日(月)～9日(日)
内 容 人権尊重の精神を培う授業、行事等を実施
内 容 人権尊重の精神を培う授業、行事等を実施予定
１２
教職員研修の充実

保育士、教職員への 児童・生徒一人ひとりの個性を尊重し、固定的な性別役割分 児童・生徒一人ひとりの個性を尊重し、固定的な性別役割分 保育課
研修の実施
担意識を植えつけることのないよう、さらに教員や保育士への 担意識を植えつけることのないよう、さらに教員や保育士への
ジェンダーに敏感な視点を持つ研修を実施する。
（Ⅰ-２-②-１２-１）
ジェンダーに敏感な視点を持つ研修を実施した。
・保育園において「ジェンダーに敏感な視点を持つ」をテーマに ・継続して実施
ＯＪＴを実施した。
・初任者研修における社会体験型研修（保育園研修の実施）
日 時 7月27・28日（中学校）
8月21・22日（小学校）
内 容 基礎的素養・体験的研修
・男女共同参画研修
日 時 10月13日（金）14時30分～15時30分
講 師 道勇さゆり
テーマ 児童虐待とＤＶの関係
会 場 市庁舎

１３
ジェンダーに敏感な視
点に立った教育の推
進

・初任者研修における社会体験型研修（保育園研修の実施）
日 時 平成19年7月上旬及び8月下旬に予定

学校教育課

・男女共同参画研修
日 時 平成19年10月9日（火）
講 師 清水清美
テーマ 未定

ジェンダーに敏感な視 日々の保育の中で、それぞれの年代にふさわしいジェンダー 日々の保育の中で、それぞれの年代にふさわしいジェンダー
に敏感な視点に立った教育に努める。
点に立った教育の推 に敏感な視点に立った教育に努めた。
進
・ジェンダー紙芝居を利用し、「女らしさ」「男らしさ」にこだわら ・継続して実施
（Ⅰ-２-②-１３-１）
ず、「自分らしさ」を伸ばせる子どもの保育を実施した。

保育課

小学校、中学校の教育の中で、ジェンダーや固定的な性別役 小学校、中学校の教育の中で、ジェンダーや固定的な性別役 学校教育課
割分担意識を無意識のうちに伝達していないかを点検し、見 割分担意識を無意識のうちに伝達していないかを点検し、見
直しをした。
直しをする。
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１４
個性に応じた進路指 男女の固定的観念にとらわれることなく、一人ひとりの能力と 男女の固定的観念にとらわれることなく、一人ひとりの能力と 学校教育課
男女平等の視点に立 導の充実
適性に応じた進路を主体的に選択できるような進路指導を実 適性に応じた進路を主体的に選択できるような進路指導を実
つ進路指導の推進
（Ⅰ-２-②-１４-１）
施し、健全な職業観の育成にも努めた。
施し、健全な職業観の育成にも努める。
・中学校の進路指導では、生徒一人ひとりの希望と適性に応じ ・継続して実施
た進路決定を実施した。
・中学校家庭科における保育実習には男子生徒も参加し、男
女で協力して保育の学習を行った。
職場体験学習の推進 職場体験学習実施に際しては、男女の固定的観念にとらわれ 職場体験学習実施に際しては、男女の固定的観念にとらわれ 学校教育課
ることのない訪問場所の選定に留意させ、男女共同参画の視 ることのない訪問場所の選定に留意させ、男女共同参画の視
（Ⅰ-２-②-１４-２）
点をもった職業観の育成に努めた。
点をもった職業観の育成に努める。
・「あいち・出会いと体験の道場」に市内全中学校（15校）が参 ・中学校での職場体験学習をより充実させる。(各学校の実態
加した。各学校の実態に応じ、体験期間を従来より長くするな に応じて実施）
ど、中学校での職場体験学習をより充実させた。
日数を増やす・事前事後の学習を重視する等
１５
男女混合名簿導入の 保育園における児童名簿について、慣習的に使用されてきた 保育園における児童名簿について、慣習的に使用されてきた 保育課
男女混合名簿導入の 推進
男女別名簿を見直し、生年月日順の名簿を作成するよう努め 男女別名簿を見直し、生年月日順の名簿を作成するよう努め
推進
（Ⅰ-２-②-１５-１）
た。
る。
・平成16年全園完了

・継続して実施

男女混合名簿の導入を推進した。

男女混合名簿の導入をさらに推進する。

・小学校38校中 31校
・中学校15校中 6校

・小学校39校中 32校
・中学校15校中 7校
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学校教育課

③ 男女平等の視点に立った生涯学習の推進
施策
１６
ジェンダーに敏感な視
点に立った生涯学習
の充実

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

ジェンダーに敏感な視 ジェンダーに縛られず、多様な生き方が選択できるような生涯 ジェンダーに縛られず、多様な生き方が選択できるような生涯 青少年女性セン
学習の講座を開催する。
ター
点を取り入れた講座 学習の講座を開催した。
などの開催
・くらしのマネープラン（3回） 参加者 33人
・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲
（Ⅰ-２-③-１６-１）
内 容 かしこく貯めるマネーセンスを身につける、身近な税 ・Ⅰ-２-①-９-１「家庭教育に関する講座の開催」再掲
金問題について学ぶ
実施日 9月14日～9月28日（各木曜日）
・知っておきたい法律講座（1回） 参加者 26人
内 容 離婚に関わる手続きと流れを学ぶ
実施日 9月15日（金）
・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲
・Ⅰ-２-①-９-１「家庭教育に関する講座の開催」再掲
・実績なし（各公民館で実施）

・予定なし（各公民館で実施予定）
・生涯学習推進計画の改定

生涯学習スポー
ツ課

・男女が参加しやすい曜日を設定
・男女を問わない募集方法で実施

・継続して実施

ふれあいセン
ター
公民館

・男性のための和食入門
実施日 10月19日～12月21日 （5回）
参加者 30人

・予定なし

知多公民館

・男性の料理教室
実施日 10月17日（火）
参加者 19人

・未定

坂下公民館

施設職員の資質の向 市民がジェンダーに縛られず多様な生き方が選択できるよう、 市民がジェンダーに縛られず多様な生き方が選択できるよう、
講座を企画する施設職員の資質の向上に努めた。
講座を企画する施設職員の資質の向上に努める。
上
（Ⅰ-２-③-１６-２）
・市町村女性問題相談員育成研修等への参加
・継続して実施
女性関係施設連絡会議
（Ⅰ-１-③-６-１「男女共同参画に関する資料の収集・提供」参
照）
１７
男女共同参画セミ
ナーの開催

所管

男女共同参画セミ
ナーの開催
（Ⅰ-２-③-１７-１）

青少年女性セン
ター
ふれあいセンター
生涯学習スポーツ
課

男女が多様な能力を開発、発揮し、社会のあらゆる分野へ参
画できるよう、政治・経済・社会政策などを学ぶ講座を開催し
た。また、女性だけでなく男性にとっても魅力あるテーマ設定
や開催時間帯の考慮に努めた。

男女が多様な能力を開発、発揮し、社会のあらゆる分野へ参 男女共同参画室
画できるよう、政治・経済・社会政策などを学ぶ講座を開催す
る。また、女性だけでなく男性にとっても魅力あるテーマ設定
や開催時間帯の考慮に努める。

・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」の再掲

・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」の再掲

－23－

－24－

目標Ⅱ
課題１

意思決定過程への女性の参画

政策・方針決定過程への女性の参画

① 審議会などへの女性の登用推進
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

審議会への女性委員 市の審議会での女性委員比率30％を目標に、全庁的に審議
１８
会等への女性委員の登用促進を図った。
市の審議会などへの 登用推進
（Ⅱ-１-①-１８-１）
女性委員の登用推進
各種審議会等における女性の登用状況
（平成18年4月1日現在）
法令・条例に基づく審議会等の数

39

女性委員ゼロ審議会等の数

2

所管

市の審議会での女性委員比率30％を目標に、全庁的に審議
会等への女性委員の登用促進を図る。
各種審議会等における女性の登用状況
（平成19年4月1日現在）
法令・条例に基づく審議会等の数

女性委員ゼロ審議会等の数

34
3

総委員数（人）

544

総委員数（人）

553

女性委員数（人）

130

女性委員数（人）

134

女性登用率

23.9％

全課

女性登用率

24.2％

審議会委員登用に関 各課等において、附属機関等の設置に関する要綱の基準に 各課等において、附属機関等の設置に関する要綱の基準に 行政経営課
する要綱の作成
沿った附属機関等の設置及び委員の選任が実施されるよう管 沿った附属機関等の設置及び委員の選任が実施されるよう管
（Ⅱ-１-①-１８-２）
理した。
理する。
・附属機関等の設置に関する要綱の趣旨に沿った、附属機関 ・各課等の附属機関等の設置及び委員の選任に際し、公正か
等の設置及び運営に努めた。
つ透明性を確保するよう要綱基準との適合性を確認するた
・新たに設置される附属機関等についても、要綱の対象とすべ め、要綱事務要領等に基づき事務を行う。
きものであるかを検討し、要綱の趣旨の推進に努めた。
・平成19年3月末日現在で、54機関を対象とした。
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② 企業などにおける女性の参画促進・啓発
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

１９
企業や各種団体への 企業や各種団体において、女性の能力が正しく評価され積極 企業や各種団体において、女性の能力が正しく評価され積極 経済振興課
企業や各種団体にお 女性登用の啓発
的に女性登用が進められるよう、関係機関からのチラシなどを 的に女性登用が進められるよう、関係機関からのチラシなどを
ける女性の参画促進 （Ⅱ-１-②-１９-１）
窓口に置いて啓発した。
窓口に置いて啓発する。また、関係機関の紹介をホームペー
ジに逐次掲載していく。
能力活用セミナーの
２０
働く女性の能力活用 開催
（Ⅱ-１-②-２０-１）
セミナーの開催

パートタイム労働者の労働環境の改善や、パートタイム労働者 結婚、出産等により一度退職した人が、再就職をする際に役
の雇用管理上の問題点などの改善のため、セミナー等を開催 立つ講座を開催する。
した。
・10月開催予定。
・パートタイム労働講座 7月 26名参加（内女性 24名）
12月 15名参加（内女性 15名）

経済振興課

・パートタイム雇用管理セミナー
11月 21名参加（内女性 5名）
（春日井商工会議所、春日井公共職業安定所、財団法人２１
世紀職業財団との共催）

③ 社会活動団体などにおける女性の参画促進・啓発
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

２１
社会活動団体などで 男女共同参画社会の形成を進めていくうえで、まちづくりに女
社会活動団体などに の女性登用促進
性の意見を活かすため、委員会等への女性の参画を拡充し
おける女性の参画促 （Ⅱ-１-③-２１-１）
た。
進と啓発
区・町内会・自治会長
557人（46人）
春日井市コミュニティ推進地区団体
28人（1人）
春日井市区長町内会長連合会
24人（1人）
（ ）内は女性委員
春日井まつり実行委員会
145人（16人）
春日井市民納涼まつり実行委員会
35人（5人）
春日井市民の誓い実践協議会
24人（4人）
（ ）内は女性委員

男女共同参画社会の形成を進めていくうえで、まちづくりに女 市民活動推進課
性の意見を活かすため、委員会等への女性の参画を拡充す
る。

地域で活動する団体などにおいて、女性が構成員にとどまら
ず、意思決定の場へ参画し、代表として登用が図られるよう、
社会活動団体において男女共同参画セミナーを開催するとと
もに、啓発に努めた。

地域で活動する団体などにおいて、女性が構成員にとどまら 男女共同参画室
ず、意思決定の場へ参画し、代表として登用が図られるよう、
社会活動団体において男女共同参画セミナーを開催するとと
もに、啓発に努める。

・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲

・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲
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・継続して実施

・継続して実施（春日井市市民の誓い実践協議会は平成19年 市民生活課
4月に解散）

④ 市における女性職員の登用促進
事業内容
施策

所管
平成１８年度事業実績
平成１９年度事業予定
女性職員の職域の拡 男性職員を配置している職域への女性職員（一般行政職）の
男性職員を配置している職域への女性職員（行政職）の登用 人事課
２２
に努めた。
女性職員の能力発揮 大
登用に努めた。
（Ⅱ-１-④-２２-１）
の推進
・平成18年4月1日付人事異動において、新たな職域に課長級 ・平成19年4月1日付人事異動において、新たな職域に参事級
１名、課長補佐級6名、主査級5名の女性職員を配置した。
1名、課長補佐級3名、主査級6名の女性職員を配置した。
課長級
児童課主幹
課長補佐級 東部市民センター副主幹
高蔵寺ふれあいセンター所長補佐
文化財課長補佐
主査級
文化課主査
総務課主査
人事課主査
生活課市民サービス担当主査
福祉課主査
学校教育課学事担当主査
２３
女性職員の管理職へ 平成18年4月1日付人事異動において、指導的立場にある女
女性職員の管理職へ の登用促進
性職員（一般行政職）の登用に努めた。
の登用促進
（Ⅱ-１-④-２３-１）
指導的立場にある女性職員（一般行政職）の登用状況
（平成18年4月1日現在）
区分
女性
男性
計
女性比率
部長級
―
15
15
0％
次長級
―
0
0
0％
課長級
2
98
100
2.0％
補佐級
10
150
160
6.3％
主査級
26
255
281
9.3％
計
38
518
556
6.8％
職員総数
972
２４
管理職研修の充実

管理職研修の実施
（Ⅱ-１-④-２４-１）

女性

男性
196

766

女性比率
20.2％

参事級
健康福祉部参事
課長補佐級 広報広聴課副主幹
市民活動推進課男女共同参画室長補佐
市民生活課長補佐
子ども政策課長補佐
生涯学習スポーツ課長補佐
図書館副主幹
主査級
収納課主査
環境政策課総務担当主査
道路課業務担当主査
医事課主査
文化財課文化財担当主査
平成19年4月1日付人事異動において、指導的立場にある女
性職員（一般行政職）の登用に努めた。
指導的立場にある女性職員（一般行政職）の登用状況
（平成19年4月1日現在）
区分
女性
男性
計
女性比率
部長級
―
16
16
0％
次長級
1
2
3
33.3％
課長級
1
100
101
1.0％
補佐級
11
153
164
6.7％
主査級
31
242
273
11.4％
計
44
513
557
7.9％
職員総数
960

女性

男性
200

760

人事課

女性比率
20.8％

管理職に対し、ジェンダーに敏感な視点を深め、男女共同参 管理職に対し、ジェンダーに敏感な視点を深め、男女共同参 人事課
画社会の実現に向け、施策の推進と意識改革を図るため研修 画社会の実現に向け、施策の推進と意識改革を図るため研修
を実施する。
を実施した。
・第4部（課長補佐職）研修
対 象 新任の課長補佐職 34名
期 日 平成18年5月19日（金）（1.5時間）
講 師 愛知教育大学 助教授 大村惠氏
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・第4部（新任課長補佐職）研修
対 象 新任の課長補佐職 63名
期 日 平成19年5月17日（木）（1.5時間）
講 師 愛知淑徳大学 教授 石田好江氏
・第5部（セクハラ・パワハラ）研修
対 象 部長・参事・課長職
期 日 平成19年7月18日(水)、19日（木）
講 師 日本経営協会 林計子氏

課題２

女性のエンパワーメントの支援

① 女性の人材養成と情報の提供
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

２５
人材養成に関する講 企画力や指導力を向上させる講座を開催し、さまざまな分野で 企画力や指導力を向上させる講座を開催し、さまざまな分野で 男女共同参画室
活躍できる女性を育成する講座を開催した。
活躍できる女性を育成する講座を開催する。
女性の人材育成の推 座の開催
進と情報提供
（Ⅱ-２-①-２５-１）
・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲
・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲

・いきいきレディースセミナー（4回） 参加者 20人
（Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」参照）
図書の充実
（Ⅱ-２-①-２５-２）

・いきいきレディースセミナー（4回×2コース）
（Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」参照）

女性のエンパワーメントの支援に寄与する図書の充実を図っ 女性のエンパワーメントの支援に寄与する図書の充実を図
た。
る。
（平成19年3月末現在）
・図書 2,645冊
情報誌 3誌

青少年女性セン
ター
青少年女性セン
ター

・継続して実施
雑誌 2誌

（平成19年3月末現在）
・蔵書数
694,951冊
・受入冊数
22,619冊

女性の人材育成に資する図書の購入を引き続き進める。

図書館

２６
講師などの人材情報 市民が自主的に生涯学習に取り組めるよう、市のホームペー 市民が自主的に生涯学習に取り組めるよう、市のホームペー 生涯学習スポー
女性の自主的学習へ の提供
ジを通して講師、団体・サークル情報を提供した。
ジを通して講師、団体・サークル情報を提供する。
ツ課
の支援
（Ⅱ-２-①-２６-１）
・登録講師数
831人
・継続して実施
登録団体数
933団体
（平成19年3月末現在）
出前講座の活用
（Ⅱ-２-①-２６-２）

市の行政、施策について、情報提供を図り、市政に対する理
解と関心を深め、市民参画の推進と開かれた市政の実現を目
指し、職員が出向いて話をする「生涯学習まちづくり出前講座」
を実施した。

市の行政、施策について、情報提供を図り、市政に対する理 生涯学習スポー
解と関心を深め、市民参画の推進と開かれた市政の実現を目 ツ課
指し、職員が出向いて話をする「生涯学習まちづくり出前講座」
を実施する。

・Ｉ-１-②-４-３「出前講座の活用」参照

・Ｉ-１-②-４-３「出前講座の活用」参照
・さらに多くの市民に出前講座を利用してもらえるよう、広報に
掲載するなどして周知を図る。
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２７
職員研修の充実
市の女性職員の人材 （Ⅱ-２-①-２７-１）
育成

実務能力の向上を図るため、女性職員を各種研修に派遣し
た。

実務能力の向上を図るため、女性職員を各種研修に派遣す
る。

・全国市町村国際文化研修所
住民税課税事務 財政部 市民税課主事
多文化共生社会対応コース 企画調整部 文化課主事
・その他
地方税徴収事務研修会 財政部 収納課主事

・愛知県市町村振興協会研修センター等の各種講座に派遣予
定

人事課

女性職員の自治大学 市の職員として必要な政策形成能力及び行政管理能力を修 市の職員として必要な政策形成能力及び行政管理能力を修 人事課
得し、公務員意識、能力の向上を図り、リーダーとしての人材 得し、公務員意識、能力の向上を図り、リーダーとしての人材
校などへの派遣
を育成するため自治大学校等へ派遣した。
を育成するため自治大学校等へ派遣する。
（Ⅱ-２-①-２７-２）
・自治大学校第1部・第2部特別課程第19期
・自治大学校第1部・第2部特別課程第20期
平成18年5月15日～8月31日(通信研修)
平成19年5月14日～8月31日(通信研修)
平成18年9月12日～10月4日（東京都立川市 自治大学校）
平成19年9月12日～10月5日（東京都立川市 自治大学校）
健康福祉部 福祉課主査
教育委員会 生涯学習スポーツ課 主任
・ＮＯＭＡ「地方自治体女性職員交流研究会」
・市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所共催
市民病院事務局管理課 主任
「はばたけ女性リーダー」研修
・ＮＯＭＡ「地方自治体女性職員交流研究会」
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② 女性のネットワークの推進
施策

事業内容

２８
人材リストの充実
女性の人材情報の充 （Ⅱ-２-②-２８-１）
実

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

女性委員の登用状況調査をする中で､登用の低い各種審議会 女性委員の登用状況調査をする中で､登用の低い各種審議会 男女共同参画室
等に対し、登用拡大を働きかけるとともに、人材リストへの登 等に対し、登用拡大を働きかけるとともに、人材リストへの登
録及び人材情報の提供に努めた。
録及び人材情報の提供に努める。

２９
女性団体などへの活 女性団体会員の教養の向上、各種情報の交換と併せて団体 女性団体会員の教養の向上、各種情報の交換と併せて団体 男女共同参画室
女性団体などへの支 動支援
相互の連帯と仲間づくりを進めるため、女性団体を支援し、女 相互の連帯と仲間づくりを進めるため、女性団体を支援し、女
援
性の社会参加を促進した。
性の社会参加を促進する。
（Ⅱ-２-②-２９-１）
・春日井市婦人会協議会
・春日井市婦人会協議会
・かすがい女性連盟
・かすがい女性連盟

青少年女性センター
の活用促進
（Ⅱ-２-②-２９-２）

女性団体、グループなどの学習活動の支援を図った。

女性団体、グループなどの学習活動の支援を図る。

（平成19年 3月末現在）
・女性団体利用状況
・連絡室利用状況
女性団体連絡室
消費生活団体連絡室

（平成19年4月末現在）
・女性団体利用状況
・連絡室利用状況
女性団体連絡室
消費生活団体連絡室

4,089件 64,467人
153件
122件

974人
1,270人

355件

5,689人

12件
11件

81人
113人

女性団体などの活動拠点として、青少年女性センターの活用
女性団体などの活動拠点として、青少年女性センターの活
促進を図った。
用促進を図る。
・認定団体に対する便宜供与
①会議室等の優先的利用申込み（3か月前）
②会議室等の使用料の全額免除（月2回）
③印刷室の利用
④女性団体にあっては、女性団体連絡室の利用
認定団体
女性団体 143団体（平成19年3月末現在）
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・認定団体に対する便宜供与
①会議室等の優先的利用申込み（3か月前）
②会議室等の使用料の2分の1を減額（回数制限なし）
③印刷室の利用
④女性団体にあっては、女性団体連絡室の利用
認定団体
女性団体 137団体（平成19年4月末現在）

青少年女性セン
ター

青少年女性セン
ター

３０
女性団体の相互交流 相互交流や活動発表を通じて、女性団体の活動支援を行うと
女性団体の育成と交 への支援
ともに、情報交換も推進し、育成と活性化を支援した。
流の推進
（Ⅱ-２-②-３０-１）
・愛知県男女共同参画社会支援事業
主 催 愛知県
愛知県男女共同参画社会支援セミナー
開催日 6月～3月（10回）
参加者 さくらネット（1人）
愛知県男女共同参画フォローアップ講座
開催日 2月（1回）
参加者 過去の支援セミナー修了生
・女性教育指導者研修会
主 催 愛知県教育委員会
参加者 平成18年度該当者なし

相互交流や活動発表を通じて、女性団体の活動支援を行うと 男女共同参画室
ともに、情報交換も推進し、育成と活性化を支援する。
・愛知県男女共同参画社会支援事業
主 催 愛知県
愛知県男女共同参画社会支援セミナー
開催日 6月～12月（10回）
参加者 かすがい女性連盟（１人）
愛知県男女共同参画フォローアップ講座
開催日 2月(1回）
参加者 過去の支援セミナー修了生
・女性教育指導者研修会
主 催 愛知県教育委員会
参加者 平成19年度該当者なし

その他 後援については、継続実施

その他 後援については、継続実施

相互交流や活動発表を通じて、女性団体の活動支援を行っ
た。

相互交流や活動発表を通じて、女性団体の活動支援を行う。 青少年女性セン
ター
・レディヤン祭の開催
開催予定日 12月8日（土）

・レディヤン祭の開催
開催日 12月16日（土）
参加者 4,050人
内 容
利用団体による活動発表、展示
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③ 国を越えたパートナーシップの形成
施策

事業内容

平成１９年度事業予定

平成１８年度事業実績

所管

３１
外国語による生活ガ 外国人登録を始め外国人が生活するうえでの最低限の必要 他課において作成する外国人向けのパンフレットを配布する。 市民生活課
な知識を、英語、中国語、フィリピノ語、ポルトガル語の4カ国語
在住外国人への支援 イドブックの作成
に翻訳したパンフレットを作成し配付した。
（Ⅱ-２-②-３１-１）
・従前に作成したものを継続して配付した。
児童手当制度について外国語（英語、スペイン語、中国語、ポ 児童手当制度について外国語（英語、スペイン語、中国語、ポ 子ども政策課
ルトガル語）による案内を作成し、在住外国人への支援を行っ ルトガル語）による案内を作成し、在住外国人への支援を行
た。
う。
・従前に作成したものを必要に応じて窓口で配付した。

・継続して実施

春日井市在住の外国人に対し、妊産婦・乳幼児の健康管理の 春日井市在住の外国人に対し、妊産婦・乳幼児の健康管理の 健康推進課
ために、申請をうけて母国語の母子健康手帳を配付した。
ために、申請をうけて母国語の母子健康手帳を配付する。
英 語
ポルトガル語
スペイン語

31 冊
12 冊
4冊

タガログ語
中国語
その他

22 冊
2冊
3冊

・健診案内、問診票の外国語版を作成し、外国人が健康診査
等を受けやすい体制をつくる。

外国人へのごみ、資源に対する啓発のパンフレットを配布し
た。

外国人へのごみ、資源に対する啓発のパンフレットを配布す
る。

・「春日井市のごみ・資源の出し方」
形 態
Ａ4版、4ページ、色紙1色刷り
内容等 外国語版
（英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語）
作成部数 3,000部
配布先 市内公共施設20か所

・「春日井市のごみ・資源の出し方」
形 態
Ａ4版、4ページ、色紙1色刷り
内容等 外国語版（英語、中国語、ハングル、
ポルトガル語、スペイン語）
作成部数 2,500部
配布先 市内公共施設18か所

外国人のための相談 外国人住民に対し、行政サービスの制度をわかりやすく説明し 外国人住民に対し、行政サービスの制度をわかりやすく説明
（Ⅱ-２-②-３１-２）
た。
する。
・外国人相談
毎週水曜日 午前9時～午後4時（第5週を除く）
（第1週：英語、第2週：中国語、第3週：スペイン語、
第4週：ポルトガル語）
相談件数 61件（平成18年4月～平成19年3月末現在）
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・外国人相談
毎週水曜日 午前9時～午後4時（第5週を除く）
（第1週：英語、第2週：中国語、第3週：スペイン語、
第4週：ポルトガル語）
相談件数 10件（平成19年4月末現在）

ごみ減量推進課

市民生活課

（続き）
〔新規事業〕
３１
在住外国人への支援

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的差異を認め合 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的差異を認め合 文化課
い、対等な関係を築き、地域社会の構成員としてともに生きて い、対等な関係を築き、地域社会の構成員としてともに生きて
いけるよう、多文化共生のまちづくりに向け検討を進めた。
いけるよう、多文化共生のまちづくりを推進する。

国際化推進施策の検討
・春日井市国際化推進施策研究会を設置し、多文化共生等
の諸課題を協議、検討
開催日 平成18年10月4日～平成19年3月8日（4回）
委 員 国際交流団体の代表、学識経験者など 13名
・春日井市国際化推進施策調整会議において、在住外国人
に対応する各部署間の連携等について協議、検討
開催日 平成18年9月28日
委 員
市職員 13名
・国際交流に関する情報交換会において、市内国際交流団体
の活動状況報告、意見交換の場を設けた。
開催日 平成18年10月10日
出席者 国際交流団体の代表 17名
開催日 平成19年2月26日
出席者 国際交流団体の代表 23名
３２
外国人に対する日本 日本に来て日の浅い外国人に対して、日本で生活する上で役
国際協調のための交 語講座の開催
立つように、外国人のための日本語講座を実施した。
流
（Ⅱ-２-②-３２-１）
・外国人のための日本語講座
講師
2名
開催日
平成18年5月～平成19年2月（27回講座）
時間
10:00～12:00
受講人数 延べ874人
・外国人のための日本語講座
講師
2名
開催日
平成18年5月7日～平成19年3月18日
（22回講座）
時間
10:00～12:00
受講人数 24人
外国の伝統文化など 実績なし
の発表会の開催
（Ⅱ-２-③-３２-２）
ホームステイ、通訳、
翻訳などのボランティ
ア活動の促進
（Ⅱ-２-③-３２-３）
３３
海外の女性団体との
海外の女性団体との 交流推進
交流の推進
（Ⅱ-２-③-３３-１）

愛知万博の開催に伴う実施のため、実績なし

・春日井市国際化推進施策研究会の提言を生かしながら、｢多
文化共生プラン」を策定
・市民活動支援センター内に、市民、外国人住民の交流、情報
収集、国際交流団体のネットワーク作りの拠点を整備する。
・市内の国際交流団体相互の交流を促進するためのネット
ワークを構築する。
・外国人生活相談を休日に実施

日本に来て日の浅い外国人に対して、日本で生活する上で役 中央公民館
立つように、外国人のための日本語講座を実施する。
・外国人のための日本語講座
講師
2名
開催日
平成19年5月～平成20年1月（28回講座）
時間
10:00～12:00
募集人数 40人
・外国人のための日本語講座
講師
2名
開催日
平成19年5月6日～平成20年3月16日
（22回講座）
時間
10:00～12:00
受講人数（予定） 20人
予定なし

東部市民セン
ター

予定なし

文化課

文化課（かすが
い市民文化財
団）

文化課
姉妹都市ケローナ市からの青年大使の受入れにあたり、ケ
姉妹都市ケローナ市からの青年大使の受入れにあたり、ケ
ローナ市及びレディ･オブ･ザ・レイク・ソサエティと連携・協力し ローナ市及びレディ･オブ･ザ・レイク・ソサエティと連携・協力し
青年大使を受入れる。
青年大使を受入れた。
・ミス・ケローナ レディ・オブ・ザ・レイク、ケローナプリンセス、 ・ケローナ市から青年大使を10月の春日井まつり時に受入れ
ミス・ケローナ・レディ・オブ・ザ・レイク選考委員会員の３名を る。
受入れた。
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④ 女性にかかわる総合相談窓口の充実
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

３４
女性に関する相談窓 女性のさまざまな悩みに対応するための相談窓口の充実を 女性のさまざまな悩みに対応するための相談窓口の充実を図 青少年女性セン
総合相談窓口の充実 口の充実
図った。また、18年度から名称を「女性の悩み相談」と「女性の る。
ター
（Ⅱ-２-④-３４-１）
ための法律相談」の二つとし、曜日に係らず幅広く相談を受け
るよう変更した。
（平成18年4月から平成19年3月末現在）
（平成19年4月末現在）
名
称
件数（内ＤＶ）
名
称
件数（内ＤＶ）
女性の悩み相談（毎週火～金曜日）
（第2・第4土曜日）
女性のための法律相談
（第1・第3土曜日）

682（28）
76（2）

女性の悩み相談（毎週火～金曜日）
（第2・第4土曜日）

61（5）

女性のための法律相談
（第1・第3土曜日）

5（0）

※相談者男女別：女 64人、男 2人

※相談者男女別：女 740人、男 18人
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目標Ⅲ
課題１

家庭生活における男女共同参画の促進

男女が家庭責任を担える生活環境づくり

① 家事・育児・介護への男女共同参画の推進
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

３５
家庭における男女共 家事・育児・介護などにおける固定的な役割分担意識を払しょ 家事・育児・介護などにおける固定的な役割分担意識を払しょ 男女共同参画室
家庭における男女共 同参画の啓発
くし、男女が等しく家庭生活に参加するよう、セミナーや情報紙 くし、男女が等しく家庭生活に参加するよう、セミナーや情報紙
同参画の啓発
（Ⅲ-１-①-３５-１）
「はるか」、啓発パンフレット、ホームページ等による啓発を
「はるか」、啓発パンフレット、ホームページ等による啓発を行
行った。
う。
・男女共同参画セミナー
開催日
平成19年2月3日（土）
テーマ
「子どもは地域で育てよう」
講 師
フェミニストカウンセラー 具ゆり氏
対 象
西部中ブロック3小学校PTA役員・
西部中学校PTA役員
開催場所 西部ふれあいセンター
・Ⅰ-１-①-１-１「男女共同参画情報紙（はるか）の発行」再掲
・Ⅰ-１-②-４-１「啓発資料の作成・提供」再掲
・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲
・Ⅰ-１-④-８-２「ホームページによる情報の収集・提供」再掲

・男女共同参画セミナー
開催日
平成19年11月20日（火）
テーマ
「未定」
講 師
未定
対 象
市小中学校PTA連絡協議会
母親委員会運営委員会委員等
開催場所 未定
・Ⅰ-１-①-１-１「男女共同参画情報紙（はるか）の発行」再掲
・Ⅰ-１-②-４-１「啓発資料の作成・提供」再掲
・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲
・Ⅰ-１-④-８-２「ホームページによる情報の収集・提供」再掲

男性の家事に関する 家事・育児・介護など男性の家庭生活への参加を促進するよ 家事・育児・介護など男性の家庭生活への参加を促進するよ 青少年女性セン
３６
うな講座を開催した。
男女が共に参加する 講座の開催
うな講座を開催する。
ター
家事、育児、介護講 （Ⅲ-１-①-３６-１）
座の開催
・Ⅰ-２-①-９-１「家庭教育に関する講座の開催」再掲
・Ⅰ-２-①-９-１「家庭教育に関する講座の開催」再掲
パパママ教室、介護
教室の開催
（Ⅲ-１-①-３６-２）

男女が共に参加するよう、身近で生活に密着した講座の開催 男女が共に参加するよう、身近で生活に密着した講座の開催 健康推進課
などを通して、男性の家庭生活への参加を促進した。
などを通して、男性の家庭生活への参加を促進する。
・パパママ教室
・日曜パパママ教室の開催数を年6回から12回に増加し、多く
実施場所 健康管理センター・保健センター
の希望者が受講できるようにする。
開催回数 年12回（1回3クール）
参加者数 997人
内 容 妊娠・出産に係る手続き、妊娠中の生活及び
出産について
（妊婦体操、栄養指導、歯科指導、沐浴指導等の実践と講義）
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（続き）
３６
男女が共に参加する
家事、育児、介護講
座の開催

（続き）
パパママ教室、介護
教室の開催
（Ⅲ-１-①-３６-２）

育児講座の開催
（Ⅲ-１-①-３６-３）

健康推進課

（続き）
・日曜パパママ教室
実施場所 健康管理センター・保健センター
開催回数 年6回
参加者数 382組
内 容 妊婦及びその夫が妊娠中の健康管理、育児
に対する心構えを学ぶ
「父親の役割」についての講義
沐浴やオムツの当て方の実習、妊婦体験
（Ⅲ-３-②-５０-１「ハートフルケアセミナーの開催」参照）

（Ⅲ-３-②-５０-１「ハートフルケアセミナーの開催」参照）

福祉課

保護者の育児知識を高めるため、学ぶ機会を提供した。

保護者の育児知識を高めるため、学ぶ機会を提供する。

子育て子育ち総
合支援館

・育児講座
お父さんと遊ぼう（5月3日） 27組参加
楽しい子育て（7月6日）
21組参加
親子で遊ぼう（11月15日） 20組参加
お父さんと遊ぼう（1月28日） 25組参加
子どもと食事（3月1日）
18組参加

・育児講座（募集各30組）
お父さんと遊ぼう（5月6日）
体を使ってリズム遊び（7月5日）
体育的な遊びを楽しむ（11月14日）
お父さんと遊ぼう（1月27日）
食事について（2月28日）
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② 家族と過ごす時間の確保
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

３７
男女が家庭責任を担
える勤務体制の確立
に向けての啓発

総労働時間の短縮、 男女が共に豊かでゆとりある家庭生活と職場を両立できるよ
フレックスタイム制導 う、総労働時間の短縮やフレックスタイム制を導入するよう、関
入への啓発
係機関からのチラシ、ポスターなどを窓口において啓発した。
（Ⅲ-１-②-３７-１）

３８
ファミリー・フレンド
リー企業の紹介

ファミリー・フレンド
リー企業の紹介
（Ⅲ-１-②-３８-１）

所管

男女が共に豊かでゆとりある家庭生活と職場を両立できるよ 経済振興課
う、総労働時間の短縮やフレックスタイム制を導入するよう、関
係機関からのチラシ、ポスターなどを窓口において啓発する。
また、関係機関の紹介をホームページに逐次掲載していく。

仕事と家庭の両立に配慮した取組を進めるファミリー・フレンド 仕事と家庭の両立に配慮した取組を進めるファミリー・フレンド 経済振興課
リー企業に認証された企業を、県からのチラシ、ポスターなど リー企業に認証された企業を、県からの冊子、チラシ、ポス
を窓口において紹介した。
ターなどを窓口や市の情報コーナーにおいて紹介する。また、
市のホームページに掲載し紹介する。
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課題２

男女が共に子育てができる環境づくり

① 子育て環境の整備
施策
３９
子育て支援の推進

事業内容
ファミリー・サポート・
センターの充実
（Ⅲ-２-①-３９-１）

子育て支援センター
の充実
（Ⅲ-２-①-３９-２）

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

育児の援助を行いたい者と、受けたい者が相互援助活動を行 育児の援助を行いたい者と、受けたい者が相互援助活動を行 子育て子育ち総
うことにより、安心して仕事と育児の両立ができる子育て支援 うことにより、安心して仕事と育児の両立ができる子育て支援 合支援館
を行った。
を行う。
平成18年度 308日
会員数 812人（平成19年3月末現在）
サポート件数 1,879件
交流会 4回（5/13、7/29、9/26、2/25） 25人参加
講習会 5回（5/29、7/8、9/11、12/18、3/5 ）
102人参加

平成19年度 308日
会員数
808人（平成19年4月末現在）
サポート件数 163件（4月分）
交流会 4回（5/12、7/5、11/15、2/24） 定員160人
講習会 5回（5/28、7/7、9/10、12/17、3/3 ）
定員200人

仕事と家庭を両立し、また、育児に対する不安や問題を解消
するよう子育て支援を推進した。

仕事と家庭を両立し、また、育児に対する不安や問題を解消
するよう子育て支援を推進する。

保育課

・春日井市子育て支援センター
・春日井市子育て支援センター
4月末現在利用者数 769人
3月末現在利用者数 16,098人
育児相談、親子教室（げんきっ子教室）、子育てサークル支
育児相談、親子教室（げんきっ子教室）、子育てサークル支
援、育児講座、子育てサロン、情報誌の発行、自由来所、
援、育児講座、子育てサロン、情報誌の発行、自由来所、
保育所地域活動事業との連携
保育所地域活動事業との連携
・神屋子育て支援センター
・神屋子育て支援センター
4月末現在利用者数
300人
3月末現在利用者数
7,193人
育児相談、ひよこ教室、ぴよぴよ教室、子育てサークル支
育児相談、ひよこ教室、ぴよぴよ教室、子育てサークル支
援、育児講座、情報誌の発行、自由来所、保育所地域活
援、育児講座、情報誌の発行、自由来所、保育所地域活
動事業との連携
動事業との連携
４０
乳児保育、障害児保 働く親の就労形態により多様化した保育ニーズに対応できる
保育施設の機能の強 育の充実
よう、保育サービスの充実、特に待機児童の減少を図った。
化
（Ⅲ-２-①-４０-１）
・保育園の定員を100人増加（平成18年4月）
・障害児保育実施園の拡大（2園新たに実施）
10園(玉川保育園、松原保育園、第三保育園、桃山保育園、西
部保育園、坂下南保育園、岩成台保育園、柏原保育園、柏井
保育園、第二そだち保育園)
入所児童数 73人（平成19年3月末現在 ）
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働く親の就労形態により多様化した保育ニーズに対応できる
よう、保育サービスの充実、特に待機児童の減少を図る。
・障害児保育実施園の拡大（2園新たに実施）
12園(味美保育園、神領保育園、玉川保育園、松原保育園、第
三保育園、桃山保育園、西部保育園、坂下南保育園、岩成台
保育園、柏原保育園、柏井保育園、第二そだち保育園)
・中西部地区に、平成20年4月新規保育園の開園に向けて建
設工事を行う。

保育課

一時保育、延長保
働く親の就労形態により多様化した保育ニーズに対応できる 働く親の就労形態により多様化した保育ニーズに対応できる
（続き）
育、病児保育の充実 よう、保育サービスの充実を図った。
よう、保育サービスの充実を図る。
４０
保育施設の機能の強 （Ⅲ-２-①-４０-２）
化
・一時保育(平成18年度延べ利用児童数 5,866人)
・継続して実施
白山保育園・高座保育園・神屋保育園・
あさひにこにこ保育園・天使みつばち保育園
・延長保育(平成18年度延べ利用児童数 2,493人)
高座保育園・勝川北部保育園・神領保育園・貴船保育園・
第一そだち保育園・第二そだち保育園・
あさひにこにこ保育園・天使みつばち保育園
・特定保育(平成18年度延べ利用児童数 8人)
天使みつばち保育園
・病後児保育(平成18年度延べ利用児童数 775人)
委託先・くまい医院、片山こどもクリニック
低年齢児受入の拡大 働く親の就労形態により多様化した保育ニーズに対応できる
よう保育サービスの充実を図った。
（Ⅲ-２-①-４０-３）
・1歳児保育 36保育園
・平成18年度延べ入所児童数 5,295人

保育課

・継続して実施

４１
児童館、児童センター 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊か
放課後児童健全育成 の充実
にするために実施した。
の推進
（Ⅲ-２-①-４１-１）
・交通児童遊園
開館日数 308日 来園者 延べ 98,193人
おいでよ交通児童遊園 平成18年5月4日、5日
交通児童遊園フェア 平成18年11月4日開催
移動児童館「遊びキャラバン隊」小学校18校で実施
・児童センター
開館日数 309日 来所者 延べ 86,652人
こども陶芸教室、星座教室、バドミントン教室、
幼児のびのび教室、父と子あそび広場、
地球村工作教室、オセロ大会、こども空手教室
民間児童クラブへの
支援
（Ⅲ-２-①-４１-２）

働く親の就労形態により多様化した保育ニーズに対応できる
よう保育サービスの充実を図る。

保育課

児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊か
にするために実施する。

子ども政策課

・交通児童遊園
開館日数 26日 来園者 延べ 7,639人
おいでよ交通児童遊園 平成19年5月4日、5日
交通児童遊園フェア 平成19年11月3日開催
移動児童館「遊びキャラバン隊」小学校18校で実施
・児童センター
開館日数 25日 来所者 延べ 6,421人
こども陶芸教室、星座教室、バドミントン教室、
幼児のびのび教室、父と子あそび広場、オセロ大会、
こども空手教室、プレイランド、おたのしみ会、
あそび体験教室、アニメひろば

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対して、授業 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対して、授業 子ども政策課
の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、健全な育成を の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、健全な育成を
図った。
図る。
・児童クラブ
12か所
・児童コミュニティクラブ 1か所

・児童クラブ 13か所
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（続き）
障害児のための施設 平成18年度に整備した出川子どもの家及び丸田子どもの家
４１
整備の検討
に、段差解消のスロープを設置した。
放課後児童健全育成 （Ⅲ-２-①-４１-３）
・平成19年3月16日 竣工
の推進

〔新規事業〕

障害のある児童が利用しやすいように、子どもの家の環境整 子ども政策課
備を図る。
・今年度整備予定の子どもの家に、状況を踏まえて段差解消
のスロープを設置する。

放課後児童対策として、授業後、児童が安心して遊びや学習 放課後児童対策として、授業後、児童が安心して遊びや学習 学校教育課
活動を行えるよう、子どもの居場所づくりを進めた。
活動を行えるよう、子どもの居場所づくりを進める。
・平日の授業後、小学校の余裕教室等を利用して、子どもたち ・「放課後なかよし教室」を、5月に、勝川小、坂下小、石尾台小
が遊びや学習活動を行う「放課後なかよし教室」の開設に向 の3校で開設
け、事業内容、実施方法等を関係部署と検討、調整するととも
※今年度中に、全小学校で開設できるよう、調整等を進め
る。
に、指導者等を募集した。

〔追加事業〕

保護者が就労や疾病などにより昼間家庭にいない小学生（1 保護者が就労や疾病などにより昼間家庭にいない小学生（1 子ども政策課
年生～3年生）に対して、放課後に適切な遊びや生活の場を提 年生～3年生）に対して、放課後に適切な遊びや生活の場を提
供する。
供した。
・子どもの家 17か所
利用時間 平日・・・放課後～午後7時
学校休業日・・・午前8時～午後7時
利用者
延べ162,752名
・子どもの家整備 2か所新設
1か所増設

４２
託児ボランティアの養 実績なし
託児ボランティアの養 成講座の開催
成と人材活用
（Ⅲ-２-①-４２-１）

・子どもの家
利用時間

19か所
平日・・・放課後～午後7時
学校休業日・・・午前8時～午後7時
・子どもの家整備 4か所新設

安心して子どもを預け、さまざまな学習機会に参加できるよう
託児ボランティアの養成をする。
・託児ボランティア研修開催予定

青少年女性セン
ター

子育て支援グループ 身近な地域での子育てに対する援助活動を進めるための「子 身近な地域での子育てに対する援助活動を進めるための「子 子育て子育ち総
リーダーの養成講座 育て支援グループリーダー養成講座」を開催した。
育て支援グループリーダー養成講座」を開催する。
合支援館
の開催
年1回開催 6回講座
年1回開催 6回講座
（Ⅲ-２-①-４２-２）
実施日 平成18年 6月 2日～平成18年7月 7日
実施日
平成19年6月1日～平成19年7月6日
時 間 10時～11時30分
時 間
10時～11時30分
参加者 12名
参加者
30名予定
内 容 「乳幼児の特徴」
内 容
「子どもの心」
「子どもの事故の応急処置」
「子どもの事故の応急処置」
「ふれあい広場」の見学実習
「ふれあい広場」の見学実習
「遊びの指導」
「遊びの指導」
「絵本の選び方、読み方」
「絵本の選び方、読み方」
「ボランティア活動について」
「ボランティア活動について」
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託児用備品の整備
（Ⅲ-２-①-４２-３）

安心して子どもを預け、さまざまな学習機会に参加できるよう、 安心して子どもを預け、さまざまな学習機会に参加できるよう、 ふれあいセン
ター
また、子どもが利用しやすい託児環境の整備に努めた。
また、子どもが利用しやすい託児環境の整備に努める。
公民館
託児付き講座の開催
託児付き講座の開催
笑顔いっぱい！こどもの日の
元気いっぱい！こどもの日の
5月4日
5月4日
知多
ケーキ講座
ケーキ講座
知多
9月6日～
カンタン！楽しいパッチワーク・
母の日
4月23日
9月27日（4回）
キルト入門講座
プリザーブドフラワー講座
5月11日～
味美
5月14日～
・10月12日～
陶芸教室
中央
日々のアロマテラピー講座
5月28日
（各8回）
（3回）
7月9日
ゆかたの着付け教室
5月14日～
坂下
楽しいエアロビクス＆ピラティス
高蔵寺
（8回）
9月14日
秋冬のビーズアクセサリー講座
1月17日～
2月21日（5回）
5月25日～
9月28日（4回）
10月12日～
11月30日(4回)
12月6日
5月16日～(8回)
6月29日～(2回)
10月5日～(8回)
10月13日～
(2回)
11月28日～(2回)

おしゃれなバッグに美しい刺繍を 東部
プリザーブドフラワー教室
エレガンス紅茶の愉しみ講座
クリスマスリース作り講座
初心者向けアートフラワー教室
ゆかたの着付け教室
ちりめん人形作り
読み聞かせと
ストーリーテリング講座
木の実で作る室内装飾
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味美

高蔵
寺

② 育児相談・情報提供体制の充実
施策
４３
育児相談の充実

事業内容
育児相談の充実
（Ⅲ-２-②-４３-１）

平成１８年度事業実績
子育ての不安や孤立感を解消するよう、乳幼児の子育てに関
する相談体制の充実を図った。
・市内公私立保育園
月～金曜日 9時30分～16時 240件 227人
・児童センター
水曜日 9時～16時
48件 50人
子育て子育ち総合支援館
育児相談（電話 83件、面接 32件）

所管
平成１９年度事業予定
子育ての不安や孤立感を解消するよう、乳幼児の子育てに関 子ども政策課
保育課
する相談体制の充実を図る。
・継続して実施
・新たに開設する次世代育成支援ホームページに、夜間も利
用できる電子メール相談を開設予定。
子育て子育ち総合支援館
育児相談（電話 9件、面接 3件）（平成19年4月末現在）

子育て子育ち総
合支援館

子育て支援センター 子育ての不安や孤立感を解消するよう、乳幼児の子育てに関 子育ての不安や孤立感を解消するよう、乳幼児の子育てに関 保育課
における相談機能の する相談体制の充実を図った。
する相談体制の充実を図る。
充実
・春日井市子育て支援センター
・継続して実施
（Ⅲ-２-②-４３-２）
電話相談 月～金曜日 9時～16時 121件
面接相談 月～金曜日 9時～16時 103件 237人
・神屋子育て支援センター
電話相談 月～金曜日（水を除く） 9時～16時 31件
面接相談 水曜日 9時～16時 11件 22人
乳幼児健康相談の充 ・乳幼児相談 年24回実施
・歯の教室
年24回実施
実
（Ⅲ-２-②-４３-３）
４４
子どもに関する各種
情報の収集・提供と
ネットワークづくりの
促進

育児、子育て情報の
提供
（Ⅲ-２-②-４４-１）

・新たに母乳相談、１歳お誕生月健康相談を実施し、相談事業 健康推進課
の充実を図る。

696人
350人

機関誌の発行や広報、ホームページを活用し、育児・子育てに 機関誌の発行や広報、ホームページを活用し、育児・子育て 保育課
に関する情報提供を行う。
関する情報提供を行った。
・情報誌の発行
児童課「のびのび すくすく」毎月1回 5,100部制作
春日井市子育て支援センター「げんきっ子」
（上八田保育園内）4ヶ月に１回 1,200部制作
神屋子育て支援センター「ひよこクラブ」
（神屋保育園内）4ヶ月に１回 600部制作

・情報誌の発行
保育課「のびのび すくすく」 毎月1回 4,800部制作
春日井市子育て支援センター「げんきっ子」
（上八田保育園内） 4ヶ月に1回 1,100部制作
・神屋子育て支援センター「ひよこクラブ」
（神屋保育園内） 4ヶ月に1回 600部制作

〔追加事業〕
交通児童遊園「交通児童遊園だより」
年4回発行（4月、7月、10月、1月）
児童センター「なかよし」
年4回発行（4月、7月、10月、1月）

・継続して実施

子ども政策課

子育て子育ち総合支援館「ほほえみ」
年4回発行（5月、8月、11月、2月）

・継続して実施

子育て子育ち総
合支援館
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４４
子どもに関する各種
情報の収集・提供と
ネットワークづくりの
促進

・子どものライフステージにあわせた次世代育成支援ホーム
ページを開設し、子育て子育ちに関する情報提供をするととも
に、昼間は育児や就労等で相談できる時間がない人も夜間な
どに相談できるよう、Ｅメール相談窓口を開設する。
ネットワークづくりの
推進
（Ⅲ-２-②-４４-２）

４５
保健指導の充実

子ども政策課
〔新規事業〕
子育てや子育ちに関する情報提供を行うことにより、次世代育
成支援を推進する。

（続き）
育児、子育て情報の
提供
（Ⅲ-２-②-４４-１）

子育て支援機関での身近な事例を話し合い、それぞれのケー
スに応じた対応がとれるよう連携を密にした。
子育てﾈｯﾄﾜｰｸ会議 年2回実施（7月13日､11月16日)
子育て教室 月1回（第3火曜日）10回実施

子育て支援機関での身近な事例を話し合い、それぞれのケー 子育て子育ち総
スに応じた対応がとれるよう連携を密にする。
合支援館
子育てﾈｯﾄﾜｰｸ会議 年2回実施（7月12日､11月22日)
子育て教室 月1回（第4金曜日）9回実施予定

育児など保健指導の 妊娠、出産、育児に不安をもつ妊産婦などへの保健指導を充 妊娠、出産、育児に不安をもつ妊産婦などへの保健指導を充 健康推進課
充実
実し、母子保健の向上に努めた。
実し、母子保健の向上に努める。
（Ⅲ-２-②-４５-１）
・Ⅲ-１-①-３６-２「パパママ教室、介護教室の開催」再掲
・Ⅲ-１-①-３６-２「パパママ教室、介護教室の開催」再掲
・Ⅲ-２-②-４３-３「乳幼児健康相談の充実」再掲
・Ⅲ-２-②-４３-３「乳幼児健康相談の充実」再掲
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介護を社会的に支える環境づくり
課題３
① 在宅介護サービス・介護予防対策の推進
施策

事業内容

平成１９年度事業予定

平成１８年度事業実績

所管

介護保険制度への理 要介護認定事務のＰＲ及び審査判定の迅速、公平、正確性を 要介護認定事務のＰＲ及び審査判定の迅速、公平、正確性を 介護保険課
４６
進めるとともに、要介護状態の軽い段階での介護サービスの 進めるとともに、要介護状態の軽い段階での介護サービスの
介護保険サービス提 解と利用促進
（Ⅲ-３-①-４６-１）
適正利用により、寝たきり等の予防と在宅での生活が維持で 適正利用により、寝たきり等の予防と在宅での生活が維持で
供体制・介護予防
きるよう支援する。
きるよう支援した。
サービス事業の推進
（平成19年3月末現在）
①要介護認定申請件数
②要介護認定者
〃 のうち要支援１の人数
〃 のうち要支援２の人数
〃 のうち要介護１の人数
〃 のうち要介護２の人数
〃 のうち要介護３の人数
〃 のうち要介護４の人数
〃 のうち要介護５の人数
③サービス利用者数
④認定者利用者割合（③／②）

9,692件
7,787件
823人
902人
1,756人
1,334人
1,166人
1,027人
779人
5,666人
72.8％

（平成19年4月末現在）
①要介護認定申請件数
②要介護認定者
〃 のうち要支援１の人数
〃 のうち要支援２の人数
〃 のうち要介護１の人数
〃 のうち要介護２の人数
〃 のうち要介護３の人数
〃 のうち要介護４の人数
〃 のうち要介護５の人数
③サービス利用者数
④認定者利用者割合（③／②）

528件
7,833件
834人
919人
1,736人
1,342人
1,175人
1,041人
786人
5,907人
75.4 ％

介護予防サービスの 家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある 家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある 介護保険課
高齢者等に対し、通所等による各種サービスを提供することに 高齢者等に対し、通所等による各種サービスを提供することに
充実
より、社会参加の促進、社会的孤立感の解消、自立生活の確 より、社会参加の促進、社会的孤立感の解消、自立生活の確
（Ⅲ-３-①-４６-２）
保を行った。要援護高齢者等の居室等の改良を希望する者に 保を行う。要援護高齢者等の居室等の改良を希望する者に対
対し、住宅改修の相談・助言、住宅改修費の助成を行った。 し、住宅改修の相談・助言、住宅改修費の助成を行う。 また、
また、「食」の自立支援の観点からアセスメントを行い、食事提 「食」の自立支援の観点からアセスメントを行い、食事提供に
供に関連するサービスの利用調整を行った。
関連するサービスの利用調整を行う。
（平成19年3月31日現在）
１ ふれあいデイサービス
(1)開催場所 福祉の里レインボープラザ、第一介護サービス
センター
(2)利用料
1回につき手数料450円とレクリエーション代50
円、食事代500円の実費
(3)延べ利用者 4,926人

（平成19年4月30日現在）
１ ふれあいデイサービス
(1)開催場所 福祉の里レインボープラザ、第一介護サービス
センター
(2)利用料
1回につき手数料450円とレクリエーション代50
円、食事代500円の実費
(3)延べ利用者 473人

２ ふれあいミニデイサービス
(1)開催カ所
9ヵ所
(2)利用料
食事代などの実費
(3)延べ利用者 2,632人

２ ふれあいミニデイサービス
(1)開催カ所 9ヵ所
(2)利用料 食事代などの実費
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（続き）
４６
介護保険サービス提
供体制・介護予防
サービス事業の推進

（続き）
介護予防サービスの
充実
（Ⅲ-３-①-４６-２）

（続き）
３ 高齢者等住宅改修相談（現地相談）
(1)相談日時 毎月第1、第3木曜日 10時～16時（予約制）
(2)申込み
相談日の1週間前までに介護保険課へ
(3)相談件数 2件

（続き）
３ 高齢者等住宅改修相談（現地相談）
(1)相談日時 毎月第1、第3木曜日 10時～16時（予約制）
(2)申込み 相談日の１週間前までに介護保険課へ
(3)相談件数
0件

４ 高齢者住宅改修費の助成
(1)内容 援護を要する高齢者の住宅の手すりの取り付け等
改修費用の一部を助成
(2)助成限度額（1住宅1回限り）限度額20万円
(3)生計中心者の所得税額により一部負担金が必要
(4)助成件数 121件

４ 高齢者住宅改修費の助成
(1)内容 援護を要する高齢者の住宅の手すりの取り付け等
改修費用の一部を助成
(2)助成限度額（１住宅１回限り）限度額20万円
(3)生計中心者の所得税額により一部負担金が必要
(4)助成件数 9件

５ 「食」の自立支援
(1) 内容 「食」の自立支援の観点からアセスメント（調査）を
行い、食事提供に関連するサービスの利用調整を
行う。また、アセスメントの結果、必要に応じて栄養
バランスのとれた昼食を配達し、安否確認を行った
（配食は週3回まで）。
(2)対象者 食事の準備や調理が困難なおおむね65歳以上の
ひとり暮らしの方や高齢者のみ世帯など
(3)費用
1食 300円
(4)利用世帯
580世帯
(5)利用者
681人
(6)延べ配食数 74,357食

５ 「食」の自立支援
(1) 内容 「食」の自立支援の観点からアセスメント（調査）を
行い、食事提供に関連するサービスの利用調整を
行う。また、アセスメントの結果、必要に応じて栄養
バランスのとれた昼食を配達し、安否確認を行う
（配食は週３回まで）。
(2)対象者 食事の準備や調理が困難なおおむね65歳以上の
ひとり暮らしの方や高齢者のみ世帯など
(3)費用
1食 300円
(4)利用世帯
590世帯
(5)利用者
682人
(6)延べ配食数 6,146食

高齢者の参加型機能 地域参加型で、心身機能の低下により閉じこもりや孤立等の
訓練の実施
社会的障害の回復又は予防に重点を置いた教室を開催した。
（Ⅲ-３-①-４６-３）
また、高齢者等が要介護状態になることを予防し、自立した生
活を継続できるようにし、社会的孤立感の解消を図るため、介
護予防教室を実施した。
・地域ふれあい健康教室
内 容 地域の集会場において、月２回、音楽や工芸等を
主体としたレクリエーションや創作活動・回想法教
室及び季節の諸行事等を実施
実施地区 神領地区、藤山台地区、勝川地区の3地区
参加延人数 592人
従事者 保健師、看護師、地区協力員
講 師 音楽療法士、紙工芸師、保健師、歯科衛生士、
回想法講師
・介護予防教室 107回（地域包括支援センター10か所）
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介護保険課

地域参加型で、心身機能の低下により閉じこもりや孤立等の 健康推進課
社会的障害の回復又は予防に重点を置いた教室を開催する。
また、高齢者等が要介護状態になることを予防し、自立した生
活を継続できるようにし、社会的孤立感の解消を図るため、介
護予防教室を実施する。
地域ふれあい健康教室
内 容
継続して実施
実施地区 神領地区、藤山台地区、勝川地区の3地区
参加延予定人数 700人
従事者
保健師、看護師、地区協力員
講 師
音楽療法士、手芸講師、運動指導士、保健師、
歯科衛生士
・介護予防教室 120回（地域包括支援センター10か所）

（続き）
４６
介護保険サービス提
供体制・介護予防
サービス事業の推進

（続き）
（続き）
（続き）
高齢者の参加型機能 ・高齢者筋力向上トレーニング教室 96回
・高齢者筋力向上トレーニング教室
訓練の実施
内容 高齢者向けトレーニング機器を使用し、体力測定等に 内容
継続して実施
（Ⅲ-３-①-４６-３）
より初期評価し、個別プログラムを作成して、週2回
参加予定延人数 960人（4グループ）
3か月実施。
従事者 健康運動指導士、理学療法士、医師、保健師等
参加人数 926人（4グループ）
従事者 健康運動指導士、理学療法士、医師、保健師等
・高齢者運動教室
内容 上半期のみ実施
・高齢者運動教室 80回
参加予定延人数 1,000人（8老人クラブ）
内容 老人クラブを対象に、転倒骨折予防を目的とした運動 従事者 健康運動指導士、保健師、栄養士、歯科衛生士等
指導及び健康教育を行い、週1回3か月実施。
参加人数 1,342人（8老人クラブ）
従事者 健康運動指導士、保健師、栄養士、歯科衛生士等

健康推進課

４７
生活支援サービスの ひとり暮らし高齢者等に対し、高齢者福祉サービスを提供する ひとり暮らし高齢者等に対し、高齢者福祉サービスを提供する 介護保険課
生活支援サービスの 充実
ことにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で生活すること ことにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で生活すること
ができるよう支援を行う。
推進
（Ⅲ-３-①-４７-１）
ができるよう支援を行った。
（平成19年3月末現在）
１ 高齢者生活支援ホームヘルプサービス
(1) 利用世帯
107世帯
(2) 延べ回数
5,622回
(3) 延べ派遣時間 10,547時間
※介護保険制度の改正に合わせて利用限度を緩和
２ 高齢者生活支援ショートステイ
(1) 緊急ショート ①延べ人数 3人 ②延べ日数 35日
(2) 生活管理指導 ①延べ人数 5人 ②延べ日数 62日

２ 高齢者生活支援ショートステイ
(1) 緊急ショート
①延べ人数 0人 ②延べ日数 0日
(2) 生活管理指導 ①延べ人数 0人 ②延べ日数 0日
３ 高齢者訪問入浴サービス
(1) 登録者 7人 (2) 延べ利用回数 1回

３ 高齢者訪問入浴サービス
(1) 登録者 11人 (2) 延べ利用回数 26回
４ 高齢者日常生活用具給付・貸与
(1)電磁調理器 13台 (2)電子調理器
1台
(3)自動消火器
1台 (4)火災警報器 47台
※火災警報器の金額の改正と設置工事費の1／2の補助
(5)福祉電話
10 台（総設置台数 58台）
５ 高齢者寝具乾燥交換サービス
(1)布団乾燥 延べ 145枚 (2)毛布乾燥 延べ 108枚
(3)寝具交換 延べ 501回
６ 訪問理美容サービス
(1)延べ利用者 12,557人（理容 7,625人

（平成19年4月末現在）
１ 高齢者生活支援ホームヘルプサービス
(1) 利用世帯 101世帯
(2) 延べ回数 430回
(3) 延べ派遣時間 801時間

美容 4,932人）
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４ 高齢者日常生活用具給付・貸与
(1)電磁調理器 0台 (2)電子調理器 0台
(3)自動消火器 0台 (4)火災警報器 0台
(5)福祉電話
0台（総設置台数 58台）
５ 高齢者寝具乾燥交換サービス
(1)布団乾燥 延べ 0枚 (2)毛布乾燥 延べ 0枚
(3)寝具交換 延べ 34回
６ 訪問理美容サービス
(1)延べ利用者 72人（理容 72人、美容 0人）

（続き）
４７
生活支援サービスの
推進

（続き）
生活支援サービスの
充実
（Ⅲ-３-①-４７-１）

（続き）
７ 健康診断書料助成
(1)助成件数 189件（福祉サービス 25件、介護サービス 164
件）

（続き）
７ 健康診断書料助成
(1)助成件数 6件（福祉サービス 0件、介護サービス 6件）

介護保険課

８ 緊急通報システム設置
(1)設置台数 9台（総設置台数 1,165台）

８ 緊急通報システム設置
(1)設置台数 193台（総設置台数 1,156台）

９ 外出支援サービス
(1)延べ利用者 0人

９ 外出支援サービス
(1)延べ利用者 41回

10 介護福祉特別給付金
10 介護福祉特別給付金
※対象者に、利用者負担第4段階の内、世帯の合計所得が 11 生活支援特別給付金
365万円以下の市民税課税世帯で、介護保険施設入所者が
12 福祉電話事業
非課税世帯を追加
(1)利用者
24人
(1)受給者 1,658人
13 友愛電話訪問
11 生活支援特別給付金
※対象者を生活保護基準から年収97万円以下（預貯金額 14 家具転倒防止器具取付）
(1)利用世帯 0世帯（取付数 0個）
不問）の者へ拡充
(1)受給者 18人
12 福祉電話事業
(1)利用者 24人
13 友愛電話訪問
(1)利用者 38人
14 家具転倒防止器具取付）
(1)利用世帯 13世帯 (取付数 106個)
４８
家族介護支援サービ 要援護高齢者及び要介護等認定者を介護している家族等の
家族介護支援サービ スの充実
様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、
スの推進
（Ⅲ-３-①-４８-１）
家族介護者の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図った。
（平成19年3月31日現在）
１ 介護者リフレッシュショートステイ
(1)延べ利用者 25人 (2)延べ利用日数 67日
２ 徘徊高齢者家族支援サービス
(1)利用者 28人
３ リフレッシュ手当
(1)支給者 4,371人
４ 家族介護者慰労金
(1)支給者 0人
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要援護高齢者及び要介護等認定者を介護している家族等の
様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、
家族介護者の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図る。
（平成19年4月30日現在）
１ 介護者リフレッシュショートステイ
(1)延べ利用者 1人 (2)延べ利用日数 2日
２ 徘徊高齢者家族支援サービス
(1)利用者 27人
３ リフレッシュ手当
(1)支給者 0人
４ 家族介護者慰労金
(1)支給者 0人

介護保険課

② 介護を担う人材の育成と確保
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

４９
介護サービス職員の 「介護は女性の役割」という社会通念を排除し、介護の社会化
介護サービス職員の 資質向上の支援
を推進することが緊急の課題となっている。このため、介護
資質向上への支援と （Ⅲ-３-②-４９-１）
サービス事業者の資質の向上を図り､質の高い介護サービス
意識啓発
の適正かつ適切な提供を確保するために介護サービス事業
者会議の運営を､春日井市居宅介護支援事業者連絡会に委
託し、介護サービス事業者及びその従業者を対象に、専門知
識を習得するための講習会の開催や情報提供を行った。

施設職員などへの
ジェンダーに関する研
修の実施
（Ⅲ-３-②-４９-２）

５０
ハートフルケアセミ
家族介護者の介護力 ナーの開催
の向上
（Ⅲ-３-②-５０-１）

所管

「介護は女性の役割」という社会通念を排除し、介護の社会化 介護保険課
を推進することが緊急の課題となっている。このため、介護
サービス事業者の資質の向上を図り､質の高い介護サービス
の適正かつ適切な提供を確保するために介護サービス事業
者会議の運営を､春日井市居宅介護支援事業者連絡会に委
託し、介護サービス事業者及びその従業者を対象に、専門知
識を習得するための講習会の開催や情報提供を行う。

・市主催の講習会を7回開催
9月20日、10月18日、11月14日、12月20日、1月24日、
2月21日、3月22日
参加延人数 547人
※ 事業者連絡会等主催 4回
4月19日、5月17日、7月19日、8月16日
参加延人数 1,072 人

・市主催の講習会を6回開催

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い､性別
にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することがで
き、よりよい介護サービスの提供が図れるよう、介護サービス
事業者及びその従業者を対象に、専門知識を習得するための
講習会の開催等を春日井市居宅介護支援事業者連絡会に委
託し、介護サービス事業者及びその従業者の資質の向上を
図った。
・Ⅲ-３-②-４９-１「介護サービス職員の資質向上の支援」再掲

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い､性別 介護保険課
にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することがで
き、よりよい介護サービスの提供が図れるよう、介護サービス
事業者及びその従業者を対象に、専門知識を習得するための
講習会の開催等を春日井市居宅介護支援事業者連絡会に委
託し、介護サービス事業者及びその従業者の資質の向上を図
る。
・Ⅲ-３-②-４９-１「介護サービス職員の資質向上の支援」再掲

要介護者等を在宅で介護している人など介護に関心のある人 高齢者や障害者一人ひとりの状態に応じたきめ細かい介護が 福祉課
に、家庭での介護技術を習得してもらうことにより、在宅福祉 求められており、地域における助け合いや家庭での介護技術
の向上を図った。
向上の必要性が高まっている。そこで介護や福祉に関心のあ
る人を対象に、家庭における介護の知識や技術を体得しても
らうため、セミナーを開催する。
・3回（1講座3日間
午前：講義 午後：実技（介護ベット等を使用））
・3回（1講座3日間、午前：講義 午後：実技（車イスを使用））
第1回（5月30日、6月6日、6月13日 10時～16時）
会場：中央公民館 受講者数：34人
第2回（11月21日、11月28日、12月5日 10時～16時）
会場：坂下公民館 受講者数：29人
第3回（2月1日、2月8日、2月15日 10時～16時）
会場：南部ふれあいセンター 受講者数：27人
（Ⅲ-１-①-３６-２「パパママ教室、介護教室の開催」再掲）

－47－

第1回（5月8日、5月18日、5月22日 10時～16時）
会場：西部ふれあいセンター 受講定員：40人
第2回（10月2日、10月9日、10月19日 10時～16時）
会場：総合福祉センター 受講定員：40人
第3回(1月22日、1月29日、2月5日 10時～16時）
会場：保健センター 受講定員：40人
（Ⅲ-１-①-３６-２「パパママ教室、介護教室の開催」再掲）

５１
福祉のつどいの開催 障害者の社会参加や一般市民の福祉に対する理解が年々進 障害者の社会参加や一般市民の福祉に対する理解が年々進 福祉課
家族介護者交流事業 （Ⅲ-３-②-５１-１）
み、市民相互のふれあい交流が一層求められる中、第26回福 み、市民相互のふれあい交流が一層求められる中、第27回福
の推進
祉のつどいを開催した。
祉のつどいを開催する。
・キャラクター・ショー、ふれあい音楽会等の開催
・ボランティアの活動紹介
・障害者・高齢者の福祉展
・福祉関係団体による模擬店出店
開催日時 平成18年9月10日（日） 9時30分～15時
参加人数 15,000人

・キャラクター・ショー、ふれあい音楽会等の開催
・ボランティアの活動紹介
・障害者・高齢者の福祉展
・福祉関係団体による模擬店出店
開催予定 平成19年11月18日(日)

家族介護者交流事業 介護者の心身の疲労軽減と良好な家族関係の継続を支援す 介護者の心身の疲労軽減と良好な家族関係の継続を支援す 介護保険課
の充実
るため、情報交換の機会の提供を行った。
るため、情報交換の機会の提供を行う。
（Ⅲ-３-②-５１-２）
（平成19年3月末現在）
（平成19年4月末現在）
内 容 介護保険の要介護者等を自宅で介護している方が 内 容 介護保険の要介護者等を自宅で介護している方が
気軽に意見交換できる交流会を実施した。
気軽に意見交換できる交流会を実施する。
開催日 平成19年1月13日、14日、20日
開催日 3～4回開催予定
参加者 577人
参加者予定 700人
５２
福祉教育の充実

福祉協力校による福 福祉体験のための用具の貸し出しを行うことで、児童・生徒の 福祉体験のための用具の貸し出しを行うことで、児童・生徒の 福祉課
祉教育の充実
福祉意識の向上を図った。
福祉意識の向上を図る。
（Ⅲ-３-②-５２-１）
・市内小・中・高校を対象に、車いす、点字板セット、シルバー ・継続して実施
擬似体験セットなどを貸し出しした。
（車椅子体験36回、手話体験18回、点字体験19回、盲導犬7
回、ガイドヘルプ35回、要約筆記4回、シルバー疑似体験25
回）
社会福祉協議会と連携して、児童・生徒の福祉意識の向上と 社会福祉協議会と連携して、児童・生徒の福祉意識の向上と 学校教育課
教員の力量向上を図った。
教員の力量向上を図る。
・総合的な学習の時間で、福祉をテーマにした体験的学習を
実施した。
・教員の力量向上を図るための研修として、夏期専門職員研
修の中で、福祉体験研修を実施した。
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・継続して実施

③ 介護相談・情報提供体制の充実
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

介護保険課
５３
高齢者福祉総合相談 地域包括支援センター運営事業
地域包括支援センター運営事業
連絡相談体制の強化 窓口の充実
在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢 在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢 健康推進課
（Ⅲ-３-③-５３-１）
者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談 者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談
に応じ、その者のニーズに対応した各種の保健・福祉サービス に応じ、その者のニーズに対応した各種の保健・福祉サービス
等を、総合的に受けられるよう、関係行政機関やサービス実施 等を、総合的に受けられるよう、関係行政機関やサービス実施
機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整を図るとともに、 機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整を図るとともに、
要支援１．２の認定者や虚弱な高齢者に対する介護予防ケア 要支援1、2の認定者や虚弱な高齢者に対する介護予防ケア
マネジメント及び地域のケアマネジャーの指導支援等包括的 マネジメント及び地域のケアマネジャーの指導支援等包括的
継続的マネジメントを行い、福祉の向上を図った。(10施設設 継続的マネジメントを行い、福祉の向上を図る。（10施設設置）
置)
（平成19年4月末現在）
１ 相談件数
1,721件
（平成19年3月末現在）
２ 高齢者実態把握調査
１ 相談件数
20,257件
３ 介護予防プラン作成
２ 高齢者実態把握調査
8,409件
４ 介護予防教室
120回
３ 介護予防プラン作成
783件
４ 介護予防教室
107回
介護相談員派遣事業 「介護は女性の役割」という社会通念を排除するとともに、介
の充実
護をその家族だけではなく社会全体で支え､担っていく意識を
（Ⅲ-３-③-５３-２）
更に啓発､推進していくためには、要介護者やその家族への相
談体制等の充実が重要である。このため、介護相談委員によ
る相談事業(本庁で月1回開催)を実施するとともに、介護相談
員を老人福祉施設、老人保健施設、療養型医療施設に派遣
し、施設と入所者及び家族の橋渡しをする相談事業を実施し
た。
・平成18年4月1日から介護相談員派遣先を1か所追加して実
施した。
介護相談委員相談業務 12回
介護相談員派遣事業 13か所 289回
５４
介護サービスなど情
報の提供

インターネットや冊子 「介護は女性の役割」という社会通念を排除するとともに、介
による情報提供
護をその家族だけではなく社会全体で支え､担っていく意識を
（Ⅲ-３-③-５４-１）
更に啓発､推進していくため、インターネット等による情報提供
を行った。
また、第3期介護保険料により介護サービスが提供されるこ
とから、広報春日井や市内施設にて介護保険料など制度の
PRや説明会を開催した。
・かすがい・かいごねっと アクセス件数 18,849件
・平成18年度版高齢者福祉サービスガイド及び介護サービス
事業所ガイド作成
・介護保険料等制度説明会 22回（388人）
・広報春日井 6月15日号
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「介護は女性の役割」という社会通念を排除するとともに、介 介護保険課
護をその家族だけではなく社会全体で支え､担っていく意識を
更に啓発､推進していくためには、要介護者やその家族への相
談体制等の充実が重要である。このため、介護相談委員によ
る相談事業(本庁で月1回開催)を実施するとともに、介護相談
員を老人福祉施設、老人保健施設、療養型医療施設に派遣
し、施設と入所者及び家族の橋渡しをする相談事業を実施す
る。
介護相談委員相談業務
介護相談員派遣事業

12回
14か所

「介護は女性の役割」という社会通念を排除するとともに、介 介護保険課
護をその家族だけではなく社会全体で支え､担っていく意識を
更に啓発､推進していくため、インターネット等による情報提供
を行う。
また、第3期介護保険料により介護サービスが提供されるこ
とから、広報春日井や市内施設にて介護保険料など制度の
PRや説明会を開催する。
・かすがい・かいごねっと
・平成19年度版高齢者福祉サービスガイド及び介護サービス
事業所ガイド作成
・介護保険料等制度説明会
・広報春日井 6月15日号

目標Ⅳ

地域における男女共同参画の促進

課題１ 男女が共に地域活動・社会活動に参画しやすい環境づくり
① 男女共同参画の視点に立った地域行事・活動の推進
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

男女が共に参画する 地域活動の慣習・慣行を見直し、ジェンダーに敏感な視点に
立って地域活動が進められるよう転入者に町内会等地域活動
地域活動への啓発
５５
団体への加入について呼びかける啓発チラシを配布した。
（Ⅳ-１-①-５５-１）
男女共同参画による
地域活動への理解と
・平成13年度に作成したものをリニューアルして配布した。
ネットワークづくり

所管

地域活動の慣習・慣行を見直し、ジェンダーに敏感な視点に 市民活動推進課
立って地域活動が進められるよう転入者に町内会等地域活動
団体への加入について呼びかける啓発チラシを配布する。
・継続して実施

地域活動のネットワー 男女が共に地域を支える一員としての自覚を持ち、男女共同 男女が共に地域を支える一員としての自覚を持ち、男女共同 市民活動推進課
クづくりへの支援
参画社会形成の視点に立った地域活動を進めるため、ネット 参画社会形成の視点に立った地域活動を進めるため、ネット
（Ⅳ-１-①-５５-２）
ワークづくりを支援した。
ワークづくりを支援する。
・春日井市区長町内会長連合会理事会
・春日井市コミュニティ推進連絡協議会
地域行事やふれあい 男女を問わず、誰もが気軽に参加できる地域の行事への参画 男女を問わず、誰もが気軽に参加できる地域の行事への参画 市民活動推進課
５６
男女が共に参加しや 交流事業の促進
を促進した。
を促進する。
すい地域行事の促進 （Ⅳ-１-①-５６-１）
（平成19年3月末現在）
・継続して実施
・コミュニティ保険に加入 給付申請件数 38件
・盆踊り実施事業費を補助 補助団体 77団体
地域行事・活動の企
業への啓発
（Ⅳ-１-①-５６-２）

男性の地域行事への理解を深め、地域の誰もが気軽に地域
の行事に参画できるよう関係機関からのチラシなどを窓口に
おいて啓発した。
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男性の地域行事への理解を深め、地域の誰もが気軽に地域
の行事に参画できるよう関係機関からのチラシなどを窓口に
おいて啓発する。また、関係機関の紹介をホームページに逐
次掲載していく。

経済振興課

② リーダーの育成と地域・社会活動への支援
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

５７
区、町内会やコミュニ 男女が共に地域活動に参画していくため、区町内会やコミュニ
地域活動の円滑な運 ティ推進地区への支 ティ推進地区への支援を通じて地域活動の活性化を図った。
営のための支援
援
（Ⅳ-１-②-５７-１）
・助成金の交付
区町内会 加入１世帯あたり430円
コミュニティ推進地区１地区あたり100,000円
・防犯灯設置 灯数 334灯（新設）
電気料（対象灯数 14,402灯）補助
ＰＴＡ連絡協議会への 春日井市小中学校ＰＴＡ連絡協議会への支援を通じて、地域
活動の活性化を図った｡
支援
（Ⅳ-１-②-５７-２）
・春日井市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 53校 会員 25,843人

所管

男女が共に地域活動に参画していくため、区町内会やコミュニ 市民活動推進課
ティ推進地区への支援を通じて地域活動の活性化を図る。
・継続して実施

春日井市小中学校ＰＴＡ連絡協議会への支援を通じて、地域 生涯学習スポー
活動の活性化を図る。
ツ課
・スマイルネットかすがい、子どもの安全にかかる事業を通じ、
ＰＴＡと地域の繋がりを深めていく。

５８
人材養成講座の開催 女性を取り巻く社会状況や性別役割分担意識を改善するた
男女共同参画室
女性を取り巻く社会状況や性別役割分担意識を改善するた
社会活動団体などの （Ⅳ-１-②-５８-１）
め､女性のエンパワーメントに寄与する企画力や指導力を向上 め､女性のエンパワーメントに寄与する企画力や指導力を向上
指導者の養成
させ、様々な分野で活躍できる女性を育成するための人材養 させ、様々な分野で活躍できる女性を育成するための人材養
成講座を「男女共同参画セミナー」の中で開催した。
成講座を「男女共同参画セミナー」の中で開催する。
・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲

・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲

地域で活動する団体やグループの担い手としてふさわしい人 地域で活動する団体やグループの担い手としてふさわしい人 青少年女性セン
材を養成する講座を開催した。
材を養成する講座を開催する。
ター
・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲
・Ⅰ-２-①-９-１「家庭教育に関する講座の開催」再掲
５９
団体・グループ活動へ 地域で活動する団体やグループに、活動が充実したものにな
社会活動団体などへ の支援
るよう施設利用料の減免等側面的な支援を行った。
の支援
（Ⅳ-１-②-５９-１）
（平成19年3月末現在）
団体数
会員数
976
味美ふれあいセンター
56
高蔵寺ふれあいセン
79
1,223
タ
59
919
南部ふれあいセンター
73
1,171
西部ふれあいセンター
84
1,617
東部市民センター
鳥居松ふれあいセン
33
446
タ
194
9,957
レディヤンかすがい
52
1,520
中央公民館
60
1,162
知多公民館
84
1,619
鷹来公民館
71
1,142
坂下公民館

－51－

・Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲
・Ⅰ-２-①-９-１「家庭教育に関する講座の開催」再掲
地域で活動する団体やグループに、活動が充実したものにな 青少年女性セン
るよう施設利用料の減免等側面的な支援を行う。
ター
ふれあいセン
（平成19年4月末現在）
ター
団体数
会員数
公民館
953
味美ふれあいセンター
55
高蔵寺ふれあいセン
68
1,091
タ
59
919
南部ふれあいセンター
66
1,022
西部ふれあいセンター
81
1,397
東部市民センター
鳥居松ふれあいセン
34
456
タ
187
9,476
レディヤンかすがい
52
1,520
中央公民館
60
1,162
知多公民館
80
1,481
鷹来公民館
71
1,142
坂下公民館

６０
ボランティア活動への より良い地域社会を築くために、男女が地域を支える一員とし より良い地域社会を築くために、男女が地域を支える一員とし 市民活動推進課
多様なボランティア活 支援
て、多様なボランティア活動に取り組みやすい環境をつくるた て、多様なボランティア活動に取り組みやすい環境をつくるた
動への支援
（Ⅳ-１-②-６０-１）
め、情報の提供や講座を開催した。
め、情報の提供や講座を開催する。
・情報紙「ボランティア・ＮＰＯ情報」発行
発 行 第7号：平成18年8月、第8号：平成19年3月
形 態 Ａ4版 4ページ 2色刷
内 容 ボランティア・ＮＰＯ紹介、ボランティア募集、
講座案内等
発行部数 2,000部
配付先 各公共施設窓口、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等
編集協力 ＮＰＯ法人けやきフォーラム
・「ボランティア・ＮＰＯセミナー」開催（3回）
日 時 平成18年9月30日（土）
場 所 文化フォーラムかすがい
受講者 18名（男性8名・女性10名）
日 時
場 所
受講者

平成18年11月18日（土）
鳥居松ふれあいセンター第6集会室
13名（男性6名・女性7名）

日 時
場 所
受講者

平成19年2月10日（土）
鳥居松ふれあいセンター第6集会室
13名（男性5名・女性8名）

・平成19年4月3日にオープンした「市民活動支援センター（ささ
え愛センター）」の情報コーナーにさまざまな情報誌等を設置し
提供する。
・かすがい市民活動情報サイトによる情報提供。
・情報紙「ボランティア・ＮＰＯ情報」発行
発行予定 第9号：平成19年8月、第10号：平成20年2月
形 態
Ａ4版 4ページ 2色刷
内 容
ボランティア・ＮＰＯ紹介、ボランティア募集、
講座案内等
発行部数 2,000部
配付先 各公共施設窓口、ボランティア団体等
・各種セミナー開催
（セミナータイトル、開催時期、場所等未定）
「ボランティア・ＮＰＯ初級編」
対象者 ボランティア・ＮＰＯ活動を始めた市民
「ボランティア・ＮＰＯ中級編」
対象者 ボランティア・ＮＰＯ活動をしている市民
「ボランティア活動・市民活動の活動体験発表」
対象者 ボランティア・ＮＰＯ活動を始めた市民
団塊の世代に向けた講座開催

・青少年ボランティアスクール開催（社会福祉協議会との共催）
日 時 平成18年7月25日（火）～8月11日（金）
・青少年ボランティアスクール開催（社会福祉協議会との共催）
場 所 総合福祉センター、各ボランティア体験先他
日 時 平成19年7月25日（水）～8月7日（火）（予定）
受講者 12名（男性2名・女性10名）
場 所 ささえ愛センター、 各ボランティア体験先他（予定）
対象者 市内在住、在学の中・高・大学生
・ボランティア・ＮＰＯ活動が相互に交流及び連携するための拠
点となる、市民活動支援センターの設置準備完了。（センター
オープンは、平成19年4月3日）
市民活動支援センターのオープン準備完了。

－52－

（続き）
ＮＰＯ法人化などへの 男女が対等なパートナーとして、継続的に責任のある多様な 男女が対等なパートナーとして、継続的に責任のある多様な 市民活動推進課
６０
支援
ボランティア活動を通じて、まちづくりに参画していくためには、 ボランティア活動・市民活動を通じて、まちづくりに参画していく
多様なボランティア活 （Ⅳ-１-②-６０-２）
活動主体の組織化が有効であることから、そのための情報を ためには、活動主体の組織化が有効であることから、4月3日
動への支援
提供した。
にオープンした「市民活動支援センター（ささえ愛センター）」に
おいて、専門相談、情報提供等を行う。
・愛知県発行「特定非営利活動法人の手引き」等を生活課窓
口に設置
・ＮＰＯ相談の実施（毎月第2水曜日、第4土曜日の2回）
・春日井市内ＮＰＯ法人一覧を生活課窓口に設置
・ＮＰＯ法人向けセミナー開催予定（ＮＰＯ相談日に開催）
・内閣府発行「NPO法人活動の一層の発展を図るために」（閲 ・市民活動団体向けリーダー育成セミナー等開催予定。
覧用）、内閣府発行「NPO法のあらまし」（閲覧用）を、生活課、 ・市民活動支援センター内の情報コーナーにおいてさまざまな
情報コーナー、図書館、各図書室、レディヤンかすがい、社会 情報を提供する。
福祉協議会に設置
愛知県発行「特定非営利活動法人の手引き」「みるみるわ
かるＮＰＯ」「ぐんぐんわかるＮＰＯ」「やろうよ！協働」「緊急雇
※本市におけるＮＰＯ法人認証数（3月末現在） 30件
用対策ＮＰＯ協働事業例調査事業報告書」等
春日井市内ＮＰＯ法人一覧
内閣府発行「NPO法人活動の一層の発展を図るために」
（閲覧用）、内閣府発行「NPO法のあらまし」（閲覧用）
（情報コーナー、図書館、各図書室、レディヤンかすがい、社会
福祉協議会にも設置）
ＮＰＯ関係書籍の設置
※本市におけるＮＰＯ法人認証数（4月末現在） 27件

ボランティア登録制度 福祉分野にとどまらず、国際交流、防災、環境などさまざまな 福祉分野にとどまらず、国際交流、防災、環境などさまざまな 文化課
の充実
分野にわたってボランティア活動の啓発や育成援助と連絡調 分野にわたってボランティア活動の啓発や育成援助と連絡調 市民活動推進課
（Ⅳ-１-②-６０-３）
整及びボランティア登録制度の充実を図った。
整及びボランティア登録制度の充実を図る。
福祉課
・ボランティア相談（火曜～金曜）の実施
・社会福祉協議会ボランティアセンター登録者数
（平成19年3月末現在）
151団体 2,865人、 個人ボランティア 204人
・文化ボランティア（文化課）（平成19年3月末現在）
44人（男性12人 女性32人）
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・ボランティア相談（ささえ愛センター内）の実施
（火曜～金曜）
（祝休日及びささえ愛センターの休館日を除く））
・かすがい市民活動情報サイトへの登録促進を図る。
・平成19年4月3日にオープンした「市民活動支援センター（ささ
え愛センター）」でさまざまな情報を提供することにより、社会
福祉協議会のボランティアセンターへの登録促進を図る。
※社会福祉協議会ボランティアセンター登録者数
（平成19年4月末現在）
144団体2,572人、個人ボランティア154人
・文化ボランティア（文化課）（平成19年4月末現在）
40人（男性10人 女性30人）

③ 地域・社会活動に関する情報の提供
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

６１
地域情報、生活情報 ・Ⅳ-1-②-６０-２「ＮＰＯ法人化などへの支援」再掲
地域情報、生活情報 の提供
・Ⅳ-1-②-６０-３「ボランティア登録制度の充実」再掲
の提供
（Ⅳ-１-③-６１-１）
６２
情報ネットワークづく
り

青少年女性センター 活動団体の交流が図られるよう、場（団体連絡室）を提供し
の団体連絡室の有効 た。
・団体連絡室の利用状況（平成19年3月末現在）
利用
（Ⅳ-１-③-６２-１）
女性団体連絡室
153件
974人
青少年団体連絡室
220件
3,143人
消費生活活動室
122件
1,270人
計
495件
5,387人

所管

・Ⅳ-1-②-６０-２「ＮＰＯ法人化などへの支援」再掲
・Ⅳ-1-②-６０-３「ボランティア登録制度の充実」再掲

市民活動推進課

活動団体の交流が図られるよう、場（団体連絡室）を提供す
る。
・団体連絡室の利用状況（平成19年4月末現在）
女性団体連絡室
12件
81人
青少年団体連絡室
23件
313人
消費生活活動室
11件
113人
計
46件
507人

青少年女性セン
ター

春日井ふれあい情報 市内公共施設に設置された利用者開放端末で各種行政情報 市内公共施設に設置された利用者開放端末で各種行政情報 生涯学習スポー
ネットワークシステム を提供した。
を提供する。
ツ課
の充実
・ふれあい情報ネットワーク
・ふれあい情報ネットワークの充実を図っていく。
（Ⅳ-１-③-６２-２）
屋外スポーツ施設予約、公共施設の会議室の予約、生涯学
習情報（講師情報、講座情報、団体情報）、利用者登録の案
内、施設案内
コミュニティ研修会の ・全国大会（愛知県で開催）の分科会へ参加した。
実施
（Ⅳ-１-③-６２-３）

男女が対等なパートナーとしてコミュニティ推進地区団体の活 市民活動推進課
動を推進し、各コミュニティの資質向上を図るため「コミュニティ
研修」を開催し交流を図る。
実施日
場 所
参加者
内 容

6月23日（土）
中央公民館
140人
各コミュニティ地区において活動を推進するメンバー
の資質向上を図る。

コミュニティ紙の相互 各コミュニティ推進地区で発行している活動状況を掲載したコ 各コミュニティ推進地区で発行している活動状況を掲載したコ 市民活動推進課
交換
ミュニティ紙を交換し、コミュニティ推進地区の交流を図った。 ミュニティ紙を交換し、コミュニティ推進地区の交流を図る。
（Ⅳ-１-③-６２-４）
・14のコミュニティ推進地区でコミュニティ紙を発行し、相互に ・継続して実施
交換した。
６３
ボランティア休暇制度 ボランティア休暇の取得促進に向け、関係機関からのチラシ、 ボランティア休暇の取得促進に向け、関係機関からのチラシ、 経済振興課
ポスターなどを窓口において啓発した。
ポスターなどを窓口において啓発する。また、関係機関の紹介
ボランティア休暇制度 の啓発
をホームページに逐次掲載していく。
の啓発
（Ⅳ-１-③-６３-１）
ボランティア休暇制度 ボランティア休暇制度を導入している企業の情報収集に努め
た。
導入企業の紹介
（Ⅳ-１-③-６３-２）
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ボランティア休暇制度を導入している企業の情報収集に努め 経済振興課
る。

課題２ あらゆる人の地域社会への参画支援
① バリアフリーの環境整備と高齢者・障害者の社会参画の推進
施策

事業内容

平成１９年度事業予定

平成１８年度事業実績

６４
高齢者・障害者との交 世代間交流事業として高齢者・障害者とのふれあい、交流を 世代間交流事業として高齢者・障害者とのふれあい、交流を
促進する。
高齢者・障害者との交 流促進
促進した。
流
（Ⅳ-２-①-６４-１）
・老人福祉施設・介護保険施設への訪問、地域のお年寄りを ・継続して実施
招待し、劇、季節的行事、手作り玩具制作、伝承遊びを通じて
世代間のふれあい活動を公立28保育園、私立6保育園で行っ
た。

所管
保育課

高齢者・障害者の社会参加を促進するよう、各学校行事の中 高齢者・障害者の社会参加を促進するよう、各学校行事の中 学校教育課
での交流を図る。
での交流を図った。
・各小学校の運動会へ地域のお年寄りをお招きした。
・春日台養護学校と交流を実施した。
６５
福祉のつどいの開催 ・Ⅲ-３-②-５１-１「福祉のつどいの開催」再掲
障害者への学習・交 （Ⅳ-２-①-６５-１）
流の機会と場の提供
障害者用パソコン教 市内在住の肢体不自由者に対する福祉サービスの一つとして
室の開催
「身体障害者対象パソコン教室」を開講した。
（Ⅳ-２-①-６５-２）
・パソコンの基本操作や文書作成などを学ぶ。
対象：市内在住の18歳以上の肢体不自由者
前期 6回 参加者 3人 計 15人
後期 6回 参加者 3人 計 16人
６６
視覚障害者へ「声の
情報バリアフリーの推 広報かすがい」の送
進
付
（Ⅳ-２-①-６６-１）

・継続して実施

・Ⅲ-３-②-５１-１「福祉のつどいの開催」再掲

福祉課

市内在住の身体障害者に対する福祉サービスの一つとして
「身体障害者対象パソコン教室」を開講する。

福祉課

・パソコンの基本操作や文書作成などを学ぶ。
対象：市内在住の18歳以上の肢体不自由者
前期 6回 定員 5名
後期については、視覚障害者（児）とその保護者を対象とし
た講座を検討中。

市政への理解を深めるため、視覚障害者に市政の情報などを 市政への理解を深めるため、視覚障害者に市政の情報などを 広報広聴課
提供した。
提供する。
・広報春日井の中から視覚障害者に有益な情報を選択し、1時 ・継続して実施
間テープに録音編集。これを広報春日井の発行にあわせて、
毎月2回、年間24回郵送した。なお、制作は「声の広報かすが
いボランティア」（46名）が実施。１回あたり73件ほど送付。平
成18年2月1日から、市ホームページに声の広報音声データを
掲載した。
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聴覚障害者への手話 日常生活を営むのに支障がある聴覚障害者等が、円滑な意
（続き）
通訳者派遣
６６
思伝達を図るため、福祉課窓口に手話通訳を設置するととも
情報バリアフリーの推 （Ⅳ-２-①-６６-２）
に、手話通訳の派遣を行うことにより、障害者の社会参加と自
進
立を促進し、市民相互のコミュニケーションの円滑化を推進し
た。また、平成１８年１０月からは手話通訳に加え、難聴者から
の申請により要約筆記の派遣を実施することとした。
・手話通訳
毎週月・水・金の午前中設置。必要に応じ、通訳者を派遣
窓口における手話通訳利用者 409人
手話通訳者派遣人数
374人
・要約筆記（10月～3月） 利用件数 3件
録音図書、点字図書
の貸出、対面読書
サービス
（Ⅳ-２-①-６６-３）

日常生活を営むのに支障がある聴覚障害者等が、円滑な意 福祉課
思伝達を図るため、福祉課窓口に手話通訳を設置するととも
に、手話通訳の派遣を行うことにより、障害者の社会参加と自
立を促進し、市民相互のコミュニケーションの円滑化を推進す
るとともに、障害者福祉の向上を図る。また、難聴者からの申
請により要約筆記の派遣を実施し、コミュニケーション支援の
充実を図る。
・手話通訳
毎週月・水・金の午前中、福祉課窓口に設置。
申請により、手話通訳者を派遣
・要約筆記
申請により要約筆記者を派遣

視覚障害者にも広く図書資料の利用ができるよう、録音・点字
図書の作成及び貸出し、対面読書を実施した。音訳技術講習
会（初級編）を実施し、録音図書製作に携わるボランティアの
養成を行った。

視覚障害者にも広く図書資料の利用ができるよう、録音・点字 図書館
図書の作成及び貸出し、対面読書を実施する。音訳技術講習
会（初級編）を実施し、録音図書製作に携わるボランティアの
養成を行う。

（平成19年3月末現在）
・点字図書 1,478冊（うち新規作製 271冊、寄贈 0冊）
・録音図書 1,594点（うち新規作製 51点、除籍 2点）
・対面読書 23回実施
・音訳技術講習会（初級編） 5月～9月 計12回

・継続して実施

６７
人にやさしいまちづく 高齢者、障害者等を含むすべての人があらゆる施設を円滑に 高齢者、障害者等を含むすべての人があらゆる施設を円滑に 福祉課
高齢者や障害者など り事業の推進
利用できる「人にやさしい街づくりの推進」を図るため、市内に 利用できる「人にやさしい街づくりの推進」を図るため、市内に
にやさしいまちづくり （Ⅳ-２-①-６７-１）
おいて不特定かつ多数の人が利用する既存施設の改善措置 おいて不特定かつ多数の人が利用する既存施設の改善措置
の推進
に対して、民間施設改善助成金を交付する。
に対して、民間施設改善助成金を交付する。
・階段をスロープ化、自動扉の設置、障害者用トイレの設置な ・継続して実施
どの改修工事
・広報に掲載して周知
・18年度は助成なし
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② 母子家庭・父子家庭などの生活安定・自立支援
施策
事業内容

所管
平成１８年度事業実績
平成１９年度事業予定
６８
生活福祉資金の貸付 低所得者世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、経済的 低所得者世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、経済的 福祉課
自立資金融資の利用 （Ⅳ-２-②-６８-１）
自立及び生活意欲の助長促進等を図り、その世帯の安定した 自立及び生活意欲の助長促進等を図り、その世帯の安定した
促進
生活を確保することを目的として資金の貸付を行った。
生活を確保することを目的として資金の貸付を行う。
・生活困難な世帯に対し、困難理由に応じて、資金種別ごとの ・継続して実施
貸付を行う。
①更正資金 ②福祉資金 ③住宅資金 ④修学資金 ⑤療
養・介護資金 ⑥緊急小口資金 ⑦災害援護資金 ⑧離職者
支援資金 ⑨長期生活支援資金
・2件(貸付総額 1,050,000円)
母子寡婦福祉資金の 母子家庭及び寡婦の方の生活の安定と児童の福祉の増進の 母子家庭及び寡婦の方の生活の安定と児童の福祉の増進の 子ども政策課
貸付
ため、愛知県が行う暮らしに必要な資金の貸付け事業に関し、 ため、愛知県が行う暮らしに必要な資金の貸付け事業に関し、
市母子自立支援員による相談業務を行う。
（Ⅳ-２-②-６８-２）
市母子自立支援員による相談業務を行った。
相談日 月曜～金曜 9時～17時 児童課
相談件数 1,260件
貸付件数 18件
６９
介護人の派遣支援
自立のための生活支 （Ⅳ-２-②-６９-１）
援

ひとり親家庭を支援していくため、母子自立支援員による相
談・助言を行うほか、ひとり親家庭の日常生活における支援事
業と母子家庭の母の就労などに対する給付金制度（自立支援
給付金）を活用し、母子家庭等自立支援策を行った。

相談日
月曜～金曜 9時～17時 子ども政策課
相談件数 108件
貸付件数 5件
子ども政策課
ひとり親家庭を支援していくため、母子自立支援員による相
談・助言を行うほか、ひとり親家庭の日常生活における支援事
業と母子家庭の母の就労などに対する給付金制度（自立支援
給付金）を活用し、母子家庭等自立支援策を行う。

・母子自立支援員
・母子自立支援員
相談日 月曜～金曜 9時～17時 児童課
相談日 月曜～金曜 9時～17時 子ども政策課
・支援事業
・支援事業
春日井市母子家庭等日常生活支援事業 6世帯 540回
春日井市母子家庭等日常生活支援事業 4世帯 36回
・給付金制度
・給付金制度
春日井市自立支援教育訓練給付金 8件
春日井市自立支援教育訓練給付金 1件
春日井市高等職業訓練促進給付金 9件
春日井市高等職業訓練促進給付金 2件
春日井市常用雇用転換奨励金
2件
春日井市常用雇用転換奨励金
0件
住宅、内職相談の充 収入が一定基準に満たないひとり親世帯に対し、福祉向県営 収入が一定基準に満たないひとり親世帯に対し、福祉向県営 子ども政策課
実
住宅への優先入居に関する相談、案内を行った。家庭外で働 住宅への優先入居に関する相談、案内を行う。家庭外で働くこ
（Ⅳ-２-②-６９-２）
くことの困難な希望者に対し、内職や就業に関する相談及び との困難な希望者に対し、内職や就業に関する相談及び紹介
紹介あっせんを総合福祉センターで愛知県福利協会の相談員 あっせんを総合福祉センターで愛知県福利協会の相談員等が
行う。
等が行った。
・母子自立相談（月曜～金曜 9時～17時 児童課）
相談件数 1,260件
・内職相談（火曜 10時～15時 総合福祉センター）
相談件数 1,100件
・母子就業相談
（第1・第3金曜 10時～15時 総合福祉センター）
相談件数 44件
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・母子自立相談（月曜～金曜 9時～17時 子ども政策課）
相談件数 108件
・内職相談（火曜 10時～15時 総合福祉センター）
相談件数 96件
・母子就業相談
（第1・第3金曜 10時～15時 総合福祉センター）
相談件数 6件

目標Ⅴ

就業における男女共同参画の推進

課題１ 女性の労働条件の整備と職業能力育成の推進
① 男女の雇用機会均等の普及と多様な働き方の条件整備
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

７０
男女雇用機会均等法 男女雇用機会均等法の内容が普及・定着するよう、関係機関 男女雇用機会均等法の内容が普及・定着するよう、関係機関 経済振興課
男女雇用機会均等法 の周知徹底
からのチラシなどを窓口において啓発した。
からのチラシなどを窓口において啓発する。また、関係機関の
の普及促進
（Ⅴ-１-①-７０-１）
紹介をホームページに逐次掲載していく。
７１
再就職への支援

経済振興課
パートバンク事業の推 「春日井パートバンク」においてパートタイマーの雇用相談、職 平成18年度でパートバンク閉鎖。平成19年度以降はハロー
業相談及び職業紹介を専門に行い、求人者並びに求職者へ ワーク春日井において業務を引き継ぎ、一層のサービス充実
進
のサービスの向上を図った。
を図る。
（Ⅴ-１-①-７１-１）
（平成18年4月1日～平成19年3月31日）
・年間来室者数 6,099名
職業紹介件数 791件
就職件数 219件 電話相談 1,132件 など

・あいちマザーズハローワーク情報の提供

７２
テレワーク・ＳＯＨＯな テレワーク・ＳＯＨＯなど多様な働き方についての情報の収集 テレワーク・ＳＯＨＯなど多様な働き方についての情報の収集 経済振興課
多様な働き方の労働 どの情報提供
に努めた。
に努める。
条件の向上
（Ⅴ-１-①-７２-１）
労働基準法、パートタ
イム労働法などの周
知
（Ⅴ-１-①-７２-２）

パートタイム労働者の労働環境の改善や、パートタイム労働者 結婚、出産等により一度退職した人が、再就職をする際に役
の雇用管理上の問題点などの改善のため、セミナー等を開催 立つ講座を開催する。
した。
(Ⅱ-１-②-２０-１「能力活用セミナーの開催」の再掲）
（Ⅱ-１-②-２０-１「能力活用セミナーの開催」の再掲）

－58－

経済振興課

② 就業と起業に関する情報の提供とネットワークづくりへの支援
施策
７３
就職情報の提供

事業内容
求職情報の提供
（Ⅴ-１-②-７３-１）

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

パートバンクの求職情報紙により情報を提供した。
（Ⅴ－１－①－７１－１「パートバンク事業の推進」の再掲）

ハローワークの求職情報紙により情報を提供する。
（Ⅴ－１－①－７１－１「パートバンク事業の推進」の再掲）

所管
経済振興課

若者が職業生活や職業に関するさまざまな情報を入手できる 若者が職業生活や職業に関するさまざまな情報を入手できる 青少年女性セン
よう個別相談や電話相談を行う。
ター
よう個別相談や電話相談を行った。
・「青少年しごとふれあい相談」の開設
日 時
毎月第1木曜日 午後1時～午後4時
場 所
レディヤンかすがい4階相談室
相談員
能力開発支援アドバイザー
相談件数 17件（平成19年3月末現在）
７４
起業への支援

・｢若者就業支援相談｣の開設(平成19年度から事業名称変更)
日 時
毎月第１木曜日 午後1時～午後4時（予約制）
場 所
レディヤンかすがい4階相談室
相談員
能力開発支援アドバイザー
相談件数 2件（平成19年4月末現在）

起業関連事業、融資 中小企業者に対する商工業振興資金融資制度の窓口になる 中小企業者に対する商工業振興資金融資制度の窓口になる 経済振興課
制度などの情報提供 とともに、新規開業者に対する他の融資制度についても情報 とともに、新規開業者に対する他の融資制度についても情報
（Ⅴ-１-②-７４-１）
提供した。
提供する。
・商工業振興資金融資
件 数
1,046件
融資額 10,516,740千円
経済振興課
関係機関の起業、創業に関する講座情報を提供するととも
関係機関の起業、創業に関する講座情報を提供するととも
女性起業に関する講 に、春日井商工会議所内の中小企業支援センターが実施する に、春日井商工会議所内の中小企業支援センターが実施する
座の開催
起業、創業に対する支援、相談窓口について紹介した。
起業、創業に対する支援、相談窓口について紹介する。また、
（Ⅴ-１-②-７４-２）
起業に役立つ知識を得る講座を実施する。
商工業振興資金融資 中小企業の経営安定を図るため、商工業振興資金融資により 中小企業の経営安定を図るため、商工業振興資金融資により 経済振興課
資金調達する場合に必要となる信用保証料の全部又は一部 資金調達する場合に必要となる信用保証料の全部又は一部
信用保証料の助成
を助成した。
を助成する。
（Ⅴ-１-②-７４-３）
・通常資金
・特別小口資金
助成件数

90％助成
100％助成
1,098件

・通常資金
90％助成
・特別小口資金 100％助成
働く女性等を対象とした講座を開催する。

７５
女性のネットワークづ 実績なし
働く女性のためのネッ くりへの支援
トワークづくり
（Ⅴ-１-②-７５-１）

・未定
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青少年女性セン
ター

③ 職業能力の開発・向上への支援
施策
７６
職業意識の向上

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

労務講座や経済講演 社会・経済情勢の動向や景気の見通しなどの経済に関する情 社会・経済情勢の動向や景気の見通しなどの経済に関する情 経済振興課
会の開催
報を中小企業者等に提供し、企業経営に資するため経済講演 報を中小企業者等に提供し、企業経営に資するため経済講演
（Ⅴ-１-③-７６-１）
会を開催した。
会を開催する。
開催日 1月16日
・平成20年1月開催予定。
講 師 寺島実郎 氏
演 題 「2007年 日本経済の展望」
聴講者
320名
※春日井商工会議所と共催
職業支援講座の開催 職業能力向上のための学習機会を提供するため、講座を開催 職業能力向上のための学習機会を提供するため、講座を開催 青少年女性セン
（Ⅴ-１-③-７６-２）
した。
ター
する。

７７
能力開発・職域の拡
大への支援

実務講座の開催
（Ⅴ-１-③-７７-１）

・パソコン入門講座（2回×2） 参加者 各16人
実施日 11月23日（木）、11月24日（金）
内 容 パソコンを使った年賀状作りを通して、入力の基
礎を学ぶ

・未定

職業能力の開発や職域を拡大するよう講座を開催した。
（Ⅱ-１-②-２０-１「能力活用セミナーの開催」再掲）

職業能力の開発や職域を拡大するよう講座を開催する。
（Ⅱ-１-②-２０-１「能力活用セミナーの開催」再掲）

経済振興課

通信教育、資格取得 職業能力開発や職域拡大のため、広報や商工会議所の機関 職業能力開発や職域拡大のため、広報や商工会議所の機関 経済振興課
に関する情報の提供 紙などを通じて通信教育、資格取得に関する情報の提供を
紙などを通じて通信教育、資格取得に関する情報の提供を行
（Ⅴ-１-③-７７-２）
行った。
う。
・カラーコーディネーター検定
・福祉住環境コーディネーター検定
・販売士検定
・簿記検定など
研修会派遣への助成 中小企業の人材を育成するため、国の中小企業大学校、県の 中小企業の人材を育成するため、独立行政法人中小企業基 経済振興課
（Ⅴ-１-③-７７-３）
中小企業管理者研修、春日井商工会議所の春日井能力開発 盤整備機構中部支部人材支援部の実施する中小企業者研
学院の研修に、経営者、従業員を受講させた場合に助成し
修、県の中小企業管理者研修、春日井商工会議所の春日井
た。
能力開発学院の研修に加え、中部職業能力開発促進センター
の能力開発セミナーに、経営者、従業員を受講させた場合に
・受講者 311人
助成する。
（内訳） 春日井能力開発学院
267人
中小企業大学校（国）
44人
中小企業管理者研修（県）
0人
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④ 女性労働相談体制の整備
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

７８
労働に関する各種相 働く女性の職場の悩みなど、さまざまな問題に対処する相談
労働相談体制の充実 談体制の充実
体制の充実を図った。
（Ⅴ-１-④-７８-１）
・労働相談
第1水曜日 午後1時～4時 年10回実施
相談員は、愛知県より派遣
相談件数 25件（男 14人、女 10人）
（平成18年4月～平成19年3月末現在）

働く女性の職場の悩みなど、さまざまな問題に対処する相談
体制の充実を図る。

所管
市民生活課

・労働相談
第1水曜日 午後1時～4時 年11回実施
相談員は、愛知県より派遣
相談件数 4件（男 2人、女 1人）
（平成19年4月末現在）

・女性の悩み相談
・女性の悩み相談
青少年女性セン
（職場の人間関係、性別による差別的取扱､セクシュアル・ハラ （職場の人間関係、性別による差別的取扱､セクシュアル・ハラ ター
スメントなどに関する相談）
スメントなどに関する相談）
相談件数 682件（平成19年3月末現在）
相談件数 61件（平成19年4月末現在）
平成18年度廃止

経済振興課

家庭外で働くことの困難な希望者に対し、内職や就業に関す
る相談や、紹介あっせんを総合福祉センターで愛知県福利協
会の相談員等が行った。
市母子自立支援員による、母子家庭及び寡婦の自立に必要
な情報提供及び指導を行うとともに、職業能力の向上及び求
職活動に関する支援を行った。

家庭外で働くことの困難な希望者に対し、内職や就業に関す 子ども政策課
る相談や、紹介あっせんを総合福祉センターで愛知県福利協
会の相談員等が行う。
市母子自立支援員による、母子家庭及び寡婦の自立に必要
な情報提供及び指導を行うとともに、職業能力の向上及び求
職活動に関する支援を行う。

・Ⅳ-２-②-６９-２「住宅、内職相談の充実」再掲

・Ⅳ-２-②-６９-２「住宅、内職相談の充実」再掲
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課題２ 男女が対等なパートナーとしけ働く職場環境づくり
① セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
施策

事業内容

７９
企業向けセクシュア
セクシュアル・ハラスメ ル・ハラスメント防止
ント防止への啓発
啓発
（Ⅴ-２-①-７９-１）

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

事業主、人事・労務担当者を対象にパートタイム雇用管理セミ セクシュアル・ハラスメント防止を効果的に実施できるようにチ 経済振興課
ナーを開催する中で、企業がセクシュアル・ハラスメント防止を ラシの配布などで啓発する。また、関係機関の紹介をホーム
効果的に実施できるようにチラシの配布などで啓発した。ま
ページに逐次掲載していく。
た、窓口にチラシ、ポスターなどを置いて啓発した。
・パートタイム雇用管理セミナー
日時 11月21日 参加者 21名（内女性 5名）
※春日井商工会議所、春日井公共職業安定所、財団法人２１
世紀職業財団との共催
（Ⅱ-１-②-２０-１「能力活用セミナーの開催」参照）

② 育児・介護休業の取得促進
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

８０
育児休業取得促進の 女性も男性も等しく育児休業の取得促進に向け、関係機関か 女性も男性も等しく育児休業の取得促進に向け、関係機関か 経済振興課
育児休業取得促進の 啓発
らの啓発チラシ、ポスターなどを窓口において啓発した。
らの啓発チラシ、ポスターなどを窓口において啓発する。また、
啓発
（Ⅴ-２-②-８０-１）
関係機関の紹介をホームページに逐次掲載していく。
８１
介護休業取得促進の 女性も男性も等しく介護休業を取得できるよう、関係機関から 女性も男性も等しく介護休業の取得促進に向け、関係機関か 経済振興課
介護休業取得促進の 啓発
の啓発チラシ、ポスターなどを窓口において啓発した。
らの啓発チラシ、ポスターなどを窓口において啓発する。また、
啓発
（Ⅴ-２-②-８１-１）
関係機関の紹介をホームページに逐次掲載していく。

③ 商工業・農業などの自営業における男女共同参画の推進
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

８２
家族経営協定などの 実績なし
パートナーシップの確 周知
立
（Ⅴ-２-③-８２-１）

予定なし

経済振興課

女性経営者、女性従 商店街のおかみさんを対象としたおかみさん会を支援した。
８３
女性の交流ネットワー 業者のネットワークへ ・「商店街おかみさん研修会」の開催
の支援
クへの支援
開催日 3月12日
（Ⅴ-２-③-８３-１）
参加者 35名

商店街のおかみさんを対象としたおかみさん会を支援する。
・セミナー等開催予定

経済振興課

農産加工、環境問題への取り組みなど、女性の能力発揮を目 農産加工、環境問題への取り組みなど、女性の能力発揮を目 農政課
指して、活動を支援した。
指して、活動を支援する。
・春日井市生活改善実行グループの会議への出席、会議室等 ・継続して実施
の手配、視察研修の手配、秋の農業祭への出店等を支援し
た。
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④ 企業における男女共同参画の推進
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

８４
男女共同参画事業推 男女共同参画事業推進優良企業の情報収集に努めた。
男女共同参画事業推進優良企業の情報収集に努める。
男女共同参画推進企 進優良企業の紹介
・男女共同参画情報紙「はるか」において、ファミリーフレンド ・ホームページにおいてファミリー・フレンドリー企業を紹介
業への支援
（Ⅴ-２-④-８４-１）
リー企業の紹介をした。
第18号「特集 ～仕事も家庭も大切に～
家族にやさしい働き方ができるファミリーフレンドな企業」

所管
経済振興課
男女共同参画室

８５
職場における母性保 働く女性が安心して妊娠、出産できるように、男女雇用機会均 働く女性が安心して妊娠、出産できるように、男女雇用機会均 経済振興課
就業における母性保 護に関する法律など 等法や労働基準法などで定める母性を守る規定について、関 等法や労働基準法などで定める母性を守る規定について、関
護の推進
の周知徹底
係機関からの啓発チラシ、ポスターなどを窓口において啓発し 係機関からの啓発チラシ、ポスターなどを窓口において啓発す
（Ⅴ-２-④-８５-１）
た。
る。また、関係機関の紹介をホームページに逐次掲載してい
く。
健康推進課
母子健康手帳ページ中の「母性健康管理指導事項連絡カー 母子健康手帳のページ中の「母性健康管理指導事項連絡
ド」の利用法をパパママ教室等で説明し、母性保護に関する制 カード」の利用法をパパママ教室、妊娠届出時等に説明し、母
度などの周知に努めた。
性保護に関する制度の更なる周知に努める。
・Ⅲ-１-①-３６-２「パパママ教室、介護教室の開催」再掲

・継続して実施

妊娠時の定期健診受 妊娠中及び出産後の女性労働者が、定期健診などを受診でき 妊娠中及び出産後の女性労働者が働き易い環境づくりや定期 健康推進課
診の啓発
るよう啓発を行った。
健診などを受診し易いよう啓発を行う。
（Ⅴ-２-④-８５-２）
・「母性健康管理カード」を、母子健康手帳内に添付。
・継続して実施
・「母と子のしおり」を配付し、無料受診券にて妊婦時の受診を
容易にしている。
（Ⅵ-２-②-９２-１「母と子のしおり」参照）
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目標Ⅵ

人権が尊重される社会の実現

課題１ 女性に対するあらゆる暴力の根絶
① 女性に対するあらゆる暴力を根絶するための環境づくりの推進
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

・予定なし
８６
女性に対する暴力の 女性に対する暴力の実態を把握するため、調査を行った。
女性に対する暴力の 実態調査の実施
・「男女共同参画に関する市民意識調査」において、セクシュア
実態把握
（Ⅵ-１-①-８６-１）
ル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスに関する調査を
行った。
（Ⅰ-１-③-７-１「男女共同参画意識調査の実施」再掲）

男女共同参画室

８７
女性に対する暴力根 ドメスティック・バイオレンスなど女性に対する暴力を許さない
女性に対する暴力根 絶への広報、セミナー 社会づくりのため、啓発を行った。
絶への啓発
などによる啓発
・外国語によるＤＶ防止啓発パンフレットの窓口配布
（Ⅴ-１-①-８７-１）
（英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語、
タガログ語、タイ語、日本語）
・「女性に対する暴力」に関する啓発ポスターの掲示
「トラフィッキングという言葉を、知っていますか？」
・男女共同参画情報紙「はるか」第16号・17号にて啓発周知（4
月・10月）
・広報春日井11月15日号「女性に対する暴力をなくそう！」で
啓発
・教頭会研修の実施（Ⅰ-２-②-１２-１「保育士、教職員への研
修の実施」参照）

男女共同参画室
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ドメスティック・バイオレンスなど女性に対する暴力を許さない
社会づくりのため、啓発を行う。
・外国語によるＤＶ防止啓発パンフレットの窓口配布
（英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語、
タガログ語、タイ語、日本語）
・「女性に対する暴力」に関する啓発ポスターの掲示
・男女共同参画情報紙「はるか」第18号・第19号にて啓発周知
（4月・10月）
・広報春日井に掲載

② 被害者救済システムの整備・充実
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

８８
被害者の救済体制の 愛知県の「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」 愛知県の「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」 男女共同参画室
被害者救済体制の検 検討
に基づき、市のＤＶ相談窓口の明確化及び支援体制の整備に に基づき、市のＤＶ相談窓口の明確化及び支援体制の整備を
討
（Ⅵ-１-②-８８-１）
ついて検討した。
検討し、被害者の支援体制を整える。
・ＤＶ被害者対応に関する調整会議
主催 青少年女性課
日時 8月9日
参加 児童課
・ＤＶに関する相談員を配置するため、内部調整を実施。

・ＤＶ専門相談員を配置
・ＤＶ対策連絡会議を設置

８９
被害者の相談体制の より多くの女性の悩みごとに対応するため、相談体制の充実 より多くの女性の悩みごとに対応するため、相談体制の充実 男女共同参画室
被害者の相談体制の 充実
青少年女性セン
を図った。また、18年度から名称を「女性の悩み相談」と「女性 を図る。
充実
（Ⅵ-１-②-８９-１）
ター
のための法律相談」の二つとし、曜日に係らず幅広く相談を受
・DV相談員を男女共同参画室に常駐させることにより、相談体
けるよう変更した。
制を強化する。
・Ⅱ-２-④-３４-１「女性に関する相談窓口の充実」再掲
・庁内の各課の連絡体制を整備し、相談者のスムーズな救済
に努める。
・Ⅱ-２-④-３４-１「女性に関する相談窓口の充実」再掲
夫・恋人による脅迫、暴力などにより女性が養育する児童の福 夫・恋人による脅迫、暴力などにより女性が養育する児童の福 子ども政策課
祉に欠ける場合、児童と児童を養育する女性の相談や保護を 祉に欠ける場合、児童と児童を養育する女性の相談や保護を
行った。
行う。
（平成19年3月末現在）
・児童虐待防止相談（月曜～金曜 9時～17時 児童課）
相談件数 788件
・母子自立相談（月曜～金曜 9時～17時 児童課）
相談件数 1,260件
・母子保護の実施件数 12件（一時保護を含む）
・愛知県女性相談センターからの一時保護受託 2件

－65－

（平成19年4月末現在）
・児童虐待防止相談（月曜～金曜 9時～17時 子ども政策課）
相談件数 85件
・母子自立相談（月曜～金曜 9時～17時 子ども政策課）
相談件数 108件
・母子保護の実施件数 0件（一時保護を含む）
・愛知県女性相談センターからの一時保護受託 0件

（続き）
相談窓口職員などへ ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽなどの相談者に対し、適切な対応がなされ ドメスティック・バイオレンスなどの相談者に対し、適切な対応
８９
るよう相談窓口職員などが各種研修に参加した。児童虐待防 がなされるよう相談窓口職員などが各種研修に参加する。
の啓発
被害者の相談体制の （Ⅵ-１-②-８９-２）
止相談員及び母子自立支援相談員が参加する研修会・会合
・継続して実施
充実
時に情報収集を行った。
・第1回ＤＶ相談担当職員専門研修
主 催 愛知県
日 時 8月3日
参加者 青少年女性課男女共同参画推進担当主事
・市町村ＤＶ支援担当者養成研修
主 催 愛知県
日 時 8月31日、9月8日、9月22日
参加者 青少年女性課長、青少年女性課男女共同参画
推進担当主査、青少年女性課女性担当主任、児童課主査
・平成18年度母子自立支援員研修会（名古屋市）
日 時 11月9日
参加者 児童課母子自立支援員
・女性問題相談員ネットワーク事業
主 催 あいち男女共同参画財団
日 時 12月1日
参加者 青少年女性課男女共同参画推進担当主査、主事
・第2回女性問題相談員実務研修
主 催 あいち男女共同参画財団
日 時
1月23日
参加者 青少年女性課男女共同参画推進担当主事
・地域虐待対応等研修（名古屋市）
日 時 2月22日、23日
参加者 児童課児童担当主査
・第2回ＤＶ相談担当職員専門研修
主 催 愛知県
日 時
3月5日
参加者 青少年女性課少年センター嘱託
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青少年女性セン
ター
子ども政策課
男女共同参画室

課題２ 女性の性の尊重と生涯にわたる健康保持のための環境づくり
① リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（生徒生殖に関する健康と権利）に関する意識の啓発
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

９０
リプロダクティブ・ヘル リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する理解が深まるよう、
リプロダクティブ・ヘル ス／ライツの周知
中学生・高校生からの相談を受ける指導者向けの「いのちの
ス／ライツに関する意 （Ⅵ-２-①-９０-１）
学習 指導案例集 性・エイズ教育」〔中間報告書〕（思春期教
識啓発
育研究委員会）の手引書を活用し、授業等で使用できる資料
を作成した。

所管

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する理解が深まるよう、 学校教育課
中学生・高校生からの相談を受ける指導者向けの「いのちの
学習 指導案例集 性・エイズ教育」〔中間報告書〕（思春期教
育研究委員会）の手引書を活用し、授業等で使用できる資料
を作成する。

・「いのちの学習」の資料作成を実施した。
・各小中学校における性教育を、学年の発達段階に応じて実
施した。

・継続して実施

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する理解が深まるよう、
青少年女性課で開催する講座等で取り上げ、周知した。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する理解が深まるよう、
男女共同参画室で開催する講座等で取り上げ、周知する。

男女共同参画室

・Ⅵ-２-①-９０-２「リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する講 ・Ⅵ-２-①-９０-２「リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する講
座の開催」参照
座の開催」参照
リプロダクティブ・ヘル リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識が浸透するよう リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識が浸透するよう 男女共同参画室
ス／ライツに関する講 学習機会を提供した。
学習機会を提供する。
座の開催
・うえいくあっぷセミナー（2回講座）（2月27日・3月6日）
（Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲）
（Ⅵ-２-①-９０-２）
テーマ リプロダクティブ・ヘルス・ライツ
～自分らしく健康に生きるために～
講 師 名古屋大学医学部保健学科教授 鈴木和代氏
開催場所 レディヤンかすがい
受講者数 8人（延べ14人）
（Ⅰ-１-②-４-２「ジェンダーに関する講座の開催」再掲）
９１
エイズや薬物乱用防 児童・生徒がエイズと薬物乱用に関する正しい知識を身につ 児童・生徒がエイズと薬物乱用に関する正しい知識を身につ
性に関する教育の充 止に関する教育の充 け、適切な行動がとれるような教育を推進した。
け、適切な行動がとれるような教育を推進する。
実
実
・薬物乱用については、各学校で警察による指導等も含め、Ｐ ・継続して実施
（Ⅵ-２-①-９１-１）
ＴＡも参加して実施した。
思春期の児童・生徒が性に関する正しい知識を身につけ、生
性に関する教育の充 涯にわたり健康で、幸せな生活を送れるような教育を推進し
実
た。
（Ⅵ-２-①-９１-２）
・新学習指導要領によって、小学校中学年の体育の保健分野
に性指導が位置づけられ、早い時期からの思春期教育を実施
した。
・思春期教育研究委員会発行の「思春期相談Ｑ＆Ａ」を活用し
て、各小中学校における性教育を進めた。
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学校教育課

思春期の児童・生徒が性に関する正しい知識を身につけ、生 学校教育課
涯にわたり健康で、幸せな生活を送れるような教育を推進す
る。
・継続して実施

（続き）
思春期教育の充実
９１
性に関する教育の充 （Ⅵ-２-①-９１-３）
実

思春期の児童・生徒が、性に関する正しい知識を身につけ、適 思春期の児童・生徒が性に関する正しい知識を身につけ適切 学校教育課
切な行動がとれるよう性教育を実施した。
な行動がとれるよう性教育を実施する。
・各小中学校の児童・生徒のそれぞれの学年に適した思春期 ・継続して実施
教育を、学級活動や保健指導などを通して行った。
（思春期教育研究委員会は所期の目的を達成した為、今後、
学校等の現場で対応することとなった。その趣旨を踏まえ、学
校の養護教育部会において実施した。）
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② 妊娠・出産にかかわる保健施策の充実
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

９２
母と子のしおりの配付 女性の妊娠、出産など母性機能の社会的重要性の認識を深
母性保護意識の啓発 （Ⅵ-２-②-９２-１）
めるため意識啓発をすすめるとともに、父親の積極的な子育
ての参加を促進した。
・「母と子のしおり」
3,321冊配布
無料受診券：妊婦健診2枚、乳児健診2枚、
妊産婦歯科健診1枚
（県内医療機関にて受診可能
（歯科受診券は春日井市内のみ））
（Ⅴ-２-④-８５-２「妊娠時の定期健診受診の啓発」参照）
パパママ教室の開催 女性の妊娠、出産など母性機能の社会的重要性の認識を深
（Ⅵ-２-②-９２-２）
めるため意識啓発をすすめるとともに、父親の積極的な子育
ての参加を促進した。
・Ⅲ-１-①-３６-２「パパママ教室、介護教室の開催」再掲
９３
妊婦栄養教室の開催 妊娠中に不足しやすい栄養素を補う料理について、知識を深
妊娠・出産期における （Ⅵ-２-②-９３-１）
める教室を開催した。
女性などの健康と安
・市内の公共施設を利用して調理実習を中心とする教室を開
全への支援
催した。
7月11日 西部ふれあいセンター
18名参加
10月27日 保健センター
8名参加

女性の妊娠、出産など母性機能の社会的重要性の認識を深
めるため意識啓発をすすめるとともに、父親の積極的な子育
ての参加を促進する。

所管
健康推進課

・「母と子のしおり」
20年度に妊婦健康診査の助成増加について検討する。

男女が共に参加するよう身近で生活に密着した講座の開催な 健康推進課
どを通して、男性の家庭生活への参加を促進する。
・日曜パパママ教室の開催数を年6回から12回に増加し、多く
の希望者が受講できるようにする。
妊娠中に不足しやすい栄養素を補う料理について、知識を深 健康推進課
める教室を開催する。
・市内の公共施設を利用して調理実習を中心とする教室を開
催予定。
7月18日 西部ふれあいセンター
20名募集
12月11日 レディヤン
20名募集

保健師・助産師による 乳児健診の受診勧奨を進め、受診後のフォローアップや保健 乳児健診の受診勧奨を進め、受診後のフォローアップや保健 健康推進課
訪問指導の充実
師・助産師による訪問指導の充実を図った。また、出産・育児 師・助産師による訪問指導の充実を図る。また、出産・育児に
（Ⅵ-２-②-９３-２）
に関する相談を充実した。
関する相談を充実する。
・希望を受けて訪問
新生児訪問 374件

乳児訪問 80件

・産後のうつのスクリーニングの目的で「エジンバラ質問紙」を
実施する。

出産・育児に関する相 乳児健診の受診勧奨を進め、受診後のフォローアップや保健 乳児健診の受診勧奨を進め、受診後のフォローアップや保健 健康推進課
談の充実
師・助産師による訪問指導の充実を図った。また、出産・育児 師・助産師による訪問指導の充実を図る。また、出産・育児に
（Ⅵ-２-②-９３-３）
に関する相談を充実した。
関する相談を充実する。
・Ⅲ-２-②-４３-３「乳幼児健康相談の充実」再掲
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・新たに母乳相談、１歳お誕生月健康相談を実施し、相談事業
の充実を図る。
・新たに一般不妊に対し、検査、治療に関する費用の一部を助
成する。

③ 心身の健康保持・増進のための環境整備
施策

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

９４
心身の健康づくり事業 健康管理センターや保健センターの事業を充実するとともに心 健康管理センターや保健センターの事業を充実するとともに心 健康推進課
健康づくりのための環 の推進
身の健康の維持・増進をめざし健康づくり事業を推進した。
身の健康の維持・増進をめざし健康づくり事業を推進する。
境整備
（Ⅵ-２-③-９４-１）
・健康診査、健康教育、健康相談、健康講座等のほか、健康 ・継続して実施
救急フェスティバル等の実施
健康管理センターや保健センターの事業を充実するとともに心 健康管理センターや保健センターの事業を充実するとともに心 健康推進課
保健事業の基盤整備 身の健康の維持・増進をめざし健康づくり事業を推進した。
身の健康の維持・増進をめざし健康づくり事業を推進する。
（Ⅵ-２-③-９４-２）
・健康管理センター
・継続して実施
休日急病診療業務や総合健診のほか、各種検診等の実施
前立腺がん検診： 2,911人
子宮がん検診： 1,252人
乳がん検診： 1,464人
・保健センター
休日診療業務や各種検診業務のほか、健康増進事業、健康
づくり事業等の実施

９５
健康づくり講座などの ライフステージに応じた健康保持などに役立つ知識の普及と
ライフステージに応じ 開催
健康づくり意識の高揚を図る講座を開催した。
た健康づくり
（Ⅵ-２-③-９５-１）
・骨コツセミナー、糖尿病予防講演、メタボリックシンドロームに
ついての講演等、12の講演・講座を開催し、延べ897人が参加
した。

ライフステージに応じた健康保持などに役立つ知識の普及と
健康づくり意識の高揚を図る講座を開催する。

健康推進課

・「不妊症講座」「笑いと健康」等の講演を開催するほか、パパ
タッチ教室を開催する。

基本健康診査、各種 生活習慣病の予防やがんの早期発見・治療を目的として、各 生活習慣病の予防及び介護を要する状態等の予防の一環と 健康推進課
がん検診の受診奨励 種検診を実施した。また、基本健康診査において、生活機能 して、これらの疾患や危険因子を早期に発見し、適切な治療
（Ⅵ-２-③-９５-２）
の低下を早期に把握するため、６５歳以上のものを対象に生 や介護予防事業等へと結びつけることにより、これらの疾患等
活機能評価を行った。
を予防することを目的として各種検診を実施する。
基本健康診査
生活機能評価
胃がん検診
大腸がん検診
子宮がん検診
乳がん検診
肺がん検診
肝炎ウイルス検診
前立腺がん検診

25,616人
14,615人
13,282人
16,315人
6,947人
7,296人
21,278人
3,663人
8,225人

・保健事業実施要領の一部改正により、生活機能評価及び肝
炎ウイルス検診の内容（対象者等）が一部変更されている。
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（続き）
健康相談、健康教室 心身の健康問題に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び 心身の健康問題に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び 健康推進課
９５
の充実
助言を行い、健康教育により、生活習慣病の予防及び健康の 助言を行い、健康教育により、生活習慣病の予防及び健康の
保持・増進を図る。
ライフステージに応じ （Ⅵ-２-③-９５-３）
保持・増進を図った。
た健康づくり
・重点健康相談（高血圧、高脂血症、糖尿病、歯周疾患、
（平成19年3月末現在）
骨粗しょう症、病態別）
・重点健康相談（高血圧、高脂血症、糖尿病、歯周疾患、
・総合健康相談
骨粗しょう症、病態別）
・集団健康教育
開催数 90回 延相談者数 372人
・メタボリック教室（入門教室・実践教室）
・総合健康相談 24回 延相談者数 41人
・集団健康教育（ストップ!メタボリック教室他） 125回
延受講者数
2,967人
・個別健康教育（高脂血症、糖尿） 48回
延受講者数
1,173人
９６
スポーツの推進など
による健康づくり

健康体操教室の開催 誰もが気軽に参加し、楽しめるレクリエーションスポーツや健
（Ⅵ-２-③-９６-１）
康づくり運動を推進し、心と体の健康増進を図った。

誰もが気軽に参加し、楽しめるレクリエーションスポーツや健
康づくり運動を推進し、心と体の健康増進を図る。

健康推進課

・市民健康体操「フレッシュ春日井」「すこやか春日井」の普及 ・市民健康体操「フレッシュ春日井」「すこやか春日井」の普及
とともに、家庭でできる体操を紹介
とともに、家庭でできる体操を紹介
・体操教室（初心者対象）
・体操教室（初心者対象）
1月17日～2月28日の間に7回開催し、延べ172名が参加し
9月19日～10月31日の間に7回開催予定。
た。
レクリエーションス
ポーツ大会の開催
（Ⅵ-２-③-９６-２）

女性１万人スポーツ
の祭典の実施
（Ⅵ-２-③-９６-３）
スポーツ・健康づくり
講座の開催
（Ⅵ-２-③-９６-４）

誰もが気軽に参加し、楽しめるレクリエーションスポーツや健
康づくり運動を推進し、心と体の健康増進を図った。

誰もが気軽に参加し、楽しめるレクリエーションスポーツや健
康づくり運動を推進し、心と体の健康増進を図る。

・第14回レクリエーションスポーツ大会
（グラウンド・ゴルフ、ソフトバレーボール、インディアカ）
開催日
5月21日（日）
場 所
総合体育館
参加人数 531 人

・第15回レクリエーションスポーツ大会
（グラウンド・ゴルフ、ソフトバレーボール、インディアカ）
開催日
5月20日（日）
場 所
総合体育館

所期の目的を達したため平成17年度に事業を廃止。

誰もが気軽に参加し楽しめる、レクリエーションスポーツや健
康づくり運動を推進し、心と体の健康増進を図った。
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誰もが気軽に参加し楽しめる、レクリエーションスポーツや健
康づくり運動を推進し、心と体の健康増進を図る。

生涯学習スポー
ツ課

男女共同参画室

公民館

（続き）
９６
スポーツの推進など
による健康づくり

（続き）
スポーツ・健康づくり
講座の開催
（Ⅵ-２-③-９６-４）

（続き）
・初心者のための中国気功法
（10月11日～12月13日）
・楽しく親子でリトミック（5月19日～）
・フラダンス講座（4月11日・18日）
・民踊入門（5月7日～8月20日）
・盆踊り講習会（7月9日・16日）
・ソフトエアロビクス講座（5月11日～6月29日）
・ヨガ療法（10月6日～12月15日）
・中国気功法（1月25日～3月29日）
・ソフトバレー（3月2日）
・社交ダンス（3月1日）
・一般・高齢者向きの健康体力作り
（5月8日～6月26日）
・太極拳で元気な毎日（1月22日～3月19日）

（続き）
公民館

（続き）
知多
中央

・楽しく親子でリトミック
・楊名時太極拳
・社交ダンス
・呼吸法とエアロビクス
・太極拳

中央
鷹来
坂下
東部

鷹来
坂下
東部

小中学校体育館や高 小中学校体育館及び武道場や高校運動場の地域への開放を 小中学校体育館及び武道場や高校運動場の地域への開放を 生涯学習スポー
促進し、身近でスポーツに親しめる場の提供を進める。
ツ課
校運動場の地域への 促進し、身近でスポーツに親しめる場の提供を進めた。
開放
・小中学校体育館 53校
・小中学校体育館 53校
（Ⅵ-２-③-９６-５）
・中学校武道場
15校
・中学校武道場
15校
小学生～一般まで男女問わず10人以上の団体
小学生～一般まで男女問わず10人以上の団体
種目 球技、武道、体操等
種目 球技、武道、体操等
・高校運動場
7校
延べ利用者数 300,960人
種目 ソフトボール、野球、テニス
・高校運動場
7校
種目 ソフトボール、軟式野球、テニス
延べ利用者数
2,301人
スポーツ指導者の養 平成18年度事業廃止
成
（Ⅵ-２-③-９６-６）

平成18年度事業廃止

生涯学習スポー
ツ課

体育指導委員の資質 スポーツ振興法に基づき、市民へのスポーツ実技の指導や市 スポーツ振興法に基づき、市民へのスポーツ実技の指導や市 生涯学習スポー
の向上
民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図る体育指導 民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図る体育指導 ツ課
（Ⅵ-２-③-９６-７）
委員を委嘱し、地域における生涯スポーツ振興の指導者とし 委員を委嘱し、地域における生涯スポーツ振興の指導者とし
ての資質の向上を図る。
ての資質の向上を図った。
（平成18年4月1日現在）
体育指導委員 71名
（内 男45名・女26名 ※各小学校区1～2名）
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（平成19年4月末現在）
体育指導委員 60名
（内 男37名・女23名 ※各小学校区1～2名）

９７
心身の健康管理に対
応した相談体制の充
実

生活習慣病、更年期 女性の心と身体の的確な健康管理ができるよう、思春期、妊
障害などの保健指導 娠・出産、更年期など生涯を通じた問題に対する相談体制の
の充実
充実を図った。
（Ⅵ-２-③-９７-１）
・随時行う電話相談や面接相談、予約制の総合相談などによ
り、相談体制の充実を図った。
（Ⅵ-２-③-９５-３「健康相談、健康教育の充実」再掲）

女性の心と身体の的確な健康管理ができるよう、思春期、妊
娠・出産、更年期など生涯を通じた問題に対する相談体制の
充実を図る。

養護教諭、スクールカ 女性の心と身体の的確な健康管理ができるよう、思春期、妊
ウンセラーの配置の 娠・出産、更年期など生涯を通じた問題も含めて相談を行っ
拡充
た。
（Ⅵ-２-③-９７-２）
・各小中学校の児童・生徒のそれぞれの学年に適した思春期
教育を、学級活動や保健指導などを通して行った。
・スクールカウンセラー派遣 小学校7校、中学校7校
・心の教室相談員
小学校38校に週3回程度
・ＳＳＣ相談員
中学校5校に週1日6時間程度
・県スクールカウンセラー
中学校15校に週6～8時間程度
・養護教諭の複数配置校
春日井小学校、篠木小学校、柏原小学校、中部中学校、
西部中学校
・カウンセリング実技研修会
平成18年8月1日（火）・2日(水）・3日(木）・4日（金）
・カウンセリング技術向上研修会 平成19年1月24日(水)

女性の心と身体の的確な健康管理ができるよう、思春期、妊 学校教育課
娠・出産、更年期など生涯を通じた問題も含めて相談を行う。
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健康推進課

・継続して実施

・各小中学校の児童・生徒のそれぞれの学年に適した思春期
教育を、学級活動や保健指導などを通して行う。
・スクールカウンセラー派遣
小学校10校、中学校9校 月1回8時間程度
・心の教室相談員
小学校39校に週3回程度
・県スクールカウンセラー 中学校15校に週6～8時間程度
・養護教諭の複数配置校 小学校3校を拠点に希望校巡回
春日井小学校、篠木小学校、柏原小学校、中部中学校、
西部中学校
・カウンセリング実技研修会
平成19年8月頃予定
・カウンセリング技術向上研修会 平成20年1月23日(水)

課題３ メディアにおける女性の人権の尊重
① 女性の人権尊重の表現推進のためのメディアへの働きかけ
施策
９８
有害メディアの規制

事業内容

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

所管

有害図書やビデオの 性差別につながる有害図書やビデオが家庭に持ち込まれない 性差別につながる有害図書やビデオが家庭に持ち込まれない 少年センター
規制
ようにするため規制に努めた。
ようにするため規制に努める。
（Ⅵ-３-①-９８-１）
・「少年愛護の箱」（春日井駅、神領駅、高蔵寺駅 ＪＲ３駅）か ・「少年愛護の箱」については、ＪＲ東海から、テロ対策及び防
らの有害図書の回収・・・年24回
火対策により、東海道線を始め中央西線も駅構内にあるゴミ
回収冊数（平成19年3月末現在） 4,116冊
箱を透明化にするため撤去要請があったため、平成19年度か
(内 有害図書909冊、ビデオ45本、ＣＤロム50枚、ＤＶＤ15枚) ら廃止。
・ゲームセンター、本屋等の巡回、調査の実施。
・巡回、図書類自動販売機の現地調査は継続して実施。
・県青少年保護育成条例に基づき、図書類自動販売機の現地
調査を実施。

９９
人権を尊重した情報
メディア・企業への働 発信への働きかけ
きかけ
（Ⅵ-３-①-９９-１）

人権を尊重した啓発活動等の展開をした。

人権を尊重した啓発活動等の展開をする。

市民生活課

・人権週間（12月4日～12月10日）の街頭啓発行事や特別なや ・人権週間（12月4日～12月10日）の街頭啓発行事や特別なや
みごと人権相談の実施により、広く住民に人権意識の普及・高 みごと人権相談の実施により、広く住民に人権意識の普及・高
揚を図った。
揚を図る。
なやみごと人権相談
毎週木曜日 午後1時～4時 年48回実施
相談員 人権擁護委員
件 数 70件（男 20人、女 51人）
（平成18年4月～平成19年3月末現在）
内 容 家事、民事 他
特別なやみごと人権相談（平成18年6月・12月）
件 数 9件（男 3人、女 6人）

なやみごと人権相談
毎週木曜日 午後1時～4時 年49回実施
相談員 人権擁護委員
件 数
7件（男 2人、女 5人）（平成19年4月末現在）
内 容 家事、民事 他
特別なやみごと人権相談
件 数
0件（平成19年4月末現在）

企業に対し、人権尊重の視点に立った情報発信が行われるよ 企業に対し、人権尊重の視点に立った情報発信が行われるよ 男女共同参画室
う、性別に基づく固定観念の伝達防止など啓発を行った。
う、性別に基づく固定観念の伝達防止など啓発を行う。
・男女共同参画情報紙「はるか」を市内事業所（189社）に送
・男女共同参画情報紙「はるか」などを市内事業所（189社）に
付。
送付予定。
（Ⅰ-１-①-１-１「男女共同参画情報紙（はるか）の発行」再掲） （Ⅰ-１-①-１-１「男女共同参画情報紙（はるか）の発行」再掲）
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② 広報・刊行物などにおける性にとらわれない表現の促進
施策

事業内容

１００
ガイドラインの作成
性差別表現をなくすた （Ⅵ-３-②-100-１）
めのガイドラインの作
成

平成１８年度事業実績

平成１９年度事業予定

内閣府男女共同参画局作成の「男女共同参画の視点からの
公的広報の手引」（平成15年3月）を各所属に配付し、ガイドラ
インとして活用した。
（平成15年10月全課配付）

所管

内閣府男女共同参画局作成の「男女共同参画の視点からの 男女共同参画室
公的広報の手引」（平成15年3月）を各所属に配付し、ガイドラ
インとして活用する。
（平成15年10月全課配付）

・「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」の活用を再
度全課に呼びかけ、周知の徹底を図った。
１０１
広報など行政情報紙 内閣府男女共同参画局作成の「男女共同参画の視点からの 内閣府男女共同参画局作成の「男女共同参画の視点からの 広報広聴課
広報など行政情報紙 の点検・見直し
公的広報の手引」（平成15年3月）をもとに、表現が男女いずれ 公的広報の手引」（平成15年3月）をもとに、表現が男女いずれ 男女共同参画室
の点検・見直し
（Ⅵ-３-②-101-１）
かに偏っていないか、性別によってイメージを固定化していな かに偏っていないか、性別によってイメージを固定化していな
いかなど、男女対等な視点で、広報紙などにおける具体的表 いかなど、男女対等な視点で、広報紙などにおける具体的表
現やイラスト・写真での描写を見直し・点検する。
現やイラスト・写真での描写を見直し・点検した。
・「広報春日井作成マニュアル」において、表現については上 ・「広報春日井作成マニュアル」において、表現については上
記手引書に準拠する旨を明記し、広報春日井編集に際しての 記手引書に準拠する旨を明記し、広報春日井編集に際しての
意識づくりを徹底する。
意識づくりを徹底した。
・意識づくりの徹底のため、男女共同参画室と共同で六部研修
を行うなど資質の向上を図る。
１０２
地域・企業への啓発

性差別表現をなくすた 地域で活動する団体や企業などに、男女共同参画情報紙「は 地域で活動する団体や企業などに、男女共同参画情報紙「は 男女共同参画室
めの啓発
るか」や「男女共同参画プラン」（ダイジェスト版）を配付し、性 るか」などを配付し、性差別表現などをなくすための啓発を行
う。
（Ⅵ-３-②-102-１）
差別表現などをなくすための啓発を行った。
・Ⅵ-３-①-９９-１「人権を尊重した情報発信への働きかけ」再 ・Ⅵ-３-①-９９-１「人権を尊重した情報発信への働きかけ」再
掲
掲
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