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１ 「かすがい男女共同参画プラン」の概要 

（１）計画の基本目標 

『男女共同参画社会の実現のために』 

（２）計画の基本理念 

わが国においては、日本国憲法に個人の尊厳と法の下での平等がうたわれています。その人権尊重の理念を社会に深く根づかせ、

真の男女平等の達成をめざすものとして、男女共同参画社会基本法が制定されました。 

これらを踏まえ、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

ることができる男女共同参画社会の実現をめざします。 

（３）計画の基本的視点 

この計画では、基本的な視点として次の３項目を掲げます。 

① ジェンダー（社会的、文化的に形成された性別）に敏感な視点の定着と深化 

ジェンダーとは、生物学的な性差ではなく、社会的・文化的につくられる「男らしさ」「女らしさ」のことです。ジェンダー

に基づく偏見は、男性中心の社会システムを強化し、差別を再生産し、女性はもとより男性の人権をも侵害します。 

一人ひとりが個人を尊重し合い、多様な個性を発揮するためには、まずこのような偏見から自由になることが不可欠です。 

ジェンダーは日常生活のあらゆる場面に潜んでいるため、意識や制度・慣行をジェンダーに敏感な視点から見直していくこと

が必要です。 

②エンパワーメント（力をもった存在になること）の促進 

エンパワーメントとは、自己の中に力を蓄え、積極的な自分を創り出すこと、あるいは、権限の委譲や機会の提供によって潜

在的な力を引き出すことです。1995年の「北京会議」の宣言の中に実質的な男女平等の推進とあらゆる分野への女性の全面的参

加（エンパワーメント）が盛り込まれました。 

政治的・経済的・社会的・文化的分野において女性の参画を拡大するなどエンパワーメントの体制を整備していくことが必要

です。 

③パートナーシップ（対等な協力関係）の推進 

パートナーシップとは、立場の異なる者が、お互いの違いを認め合い、尊重し、そのうえで共通の目的のために力を合わせ、
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成果を分かち合うことです。 

男女共同参画社会の形成のためには、まず男性と女性とのパートナーシップを確立すること、そして、市民・市・社会活動団

体・企業などが対等なパートナーとして協力すること、さらに、国を越えてパートナーシップを築き、協力の輪を広げていくこ

とが必要です。 

（４）計画の性格 

① この計画は、「かすがい女性プラン２１」（平成８年（1996年）３月策定）の成果や課題を継承しつつ、市民と市が協働して

取り組むべき目標と具体的な施策を明らかにするものです。 

また、あらゆる場面で実践的な活動が行われるよう、市民や企業などに期待する役割を示しています。 

② この計画は、国の「男女共同参画基本計画」、愛知県の「あいち男女共同参画プラン２１」と整合性を図りながら、市の特性

や現状を踏まえて策定しています。 

③ この計画は、市民参加による「春日井市男女共同参画懇話会」の提言（平成13年（2001年）３月）を踏まえ、また、広く市民

から寄せられた意見を反映して策定しています。 

④ この計画は、「第四次春日井市総合計画」との整合性を図り、計画の推進を通して、より質の高い市民生活をめざす春日井市

のまちづくりに寄与するものです。 

（５）計画の期間 

この計画の期間は、平成14年度（2002年度）から平成23年度（2011年度）までの10年間とします。 

ただし、今後の社会情勢や環境の変化などを考慮し、必要に応じて見直しを行うものとします。 
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２ 「かすがい男女共同参画プラン」の体系 

 

① ジェンダーに敏感な意識の醸成 
② 男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し 
③ 男女共同参画に関する調査研究と情報の収集提供 
④ メディアの活用による意識改革の推進 

① 審議会などへの女性の登用推進 
② 企業などにおける女性の参画促進・啓発 
③ 社会活動団体などにおける女性の参画促進・啓発 
④ 市における女性職員の登用促進 

① 女性の人材養成と情報の提供 
② 女性のネットワークの推進 
③ 国を越えたパートナーシップの形成 
④ 女性にかかわる総合相談窓口の充実 

① 家事・育児・介護への男女共同参画の推進 
② 家族と過ごす時間の確保 

① 男女平等の視点に立った家庭教育の推進 
② 男女平等の視点に立った学校教育の推進 
③ 男女平等の視点に立った生涯学習の推進 

① 子育て環境の整備 
② 育児相談・情報提供体制の充実 

① 在宅介護サービス・介護予防対策の推進 
② 介護を担う人材の育成と確保 
③ 介護相談・情報提供体制の充実

１ 

男女平等を確立するための意識づ

くり 

２ 

男女平等の視点に立った学習・教育

の推進 

Ⅰ 
男女共同参画社会に

向けての意識改革 

Ⅱ 
意思決定過程への 

女性の参画 

１ 
政策・方針決定過程への女性の参画

２ 
女性のエンパワーメントの支援 

１ 
男女が家庭責任を担える生活環境

づくり 

２ 
男女が共に子育てができる環境づ

くり 

３ 
介護を社会的に支える環境づくり 

Ⅲ 
家庭生活における 

男女共同参画の促進 
 

目 標 
課 題 施策の方向 



 ４

目 標 

施策の方向 課 題 

Ⅳ 
地域における 

男女共同参画の促進 

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 
② リーダーの育成と地域・社会活動への支援 
③ 地域・社会活動に関する情報の提供 
④ ボランティア休暇制度の導入促進 

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 
② 母子世帯・父子世帯などの生活安定・自立支援

Ⅴ 
就業における 

男女共同参画の推進 

１ 

女性の労働条件の整備と職業能力

育成の推進 

２ 

男女が対等なパートナーとして働

く職場環境づくり 

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 
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 
③ 職業能力の開発・向上への支援 
④ 女性労働相談体制の整備 

① セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 
② 育児・介護休業の取得促進 
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 
④ 企業における男女共同参画の推進 

① 女性に対する暴力を根絶するための環境づくりの推

進 
② 被害者救済システムの整備・充実 

① リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関す

る健康と権利）に関する意識の啓発 
② 妊娠・出産にかかわる保健施策の充実 
③ 心身の健康保持・増進のための環境整備 

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 
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

Ⅵ 
人権が尊重される 

社会の実現 

１ 

女性に対するあらゆる暴力の根絶 

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 

３ 

メディアにおける女性の人権の尊

重 
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３ 平成 14 年度・15 年度男女共同参画プランの主な取組みについて 

  

［目標Ⅰ］男女共同参画社会に向けての意識改革 

 １ 女性情報紙（はるか）の発行【Ⅰ－１－①－１－１】 

男女平等意識づくりの啓発を目的に、平成 10 年から発行している女性情報紙（はるか）を平成 14 年度に「男女共同

参画情報紙」に名称変更し、平成 15 年度には、情報紙の作成に当たりより多くの市民の意見を反映させるため、編集委

員を公募し市民の手作りの情報紙をめざしました。また、編集内容を一新し、情報紙を多色刷りにするとともに４ペー

ジから８ページとし、内容を充実しました。 

なお、発行部数ついては、97,500 部（全戸配付）から 5,000 部にし、レディヤンかすがいを始め公共施設の窓口に設

置しました。 

  

  ２ 男女共同参画フォーラムの開催【Ⅰ－１－①－２－２】 

男女共同参画社会の実現をめざした意識啓発を目的として、ジェンダーや女性問題について、市民、社会活動団体、

企業、行政がともに考える機会を設けるため、平成 14 年度から、レディヤンかすがいにおいて、男女共同参画市民フォ

ーラムを開催しました。 

その内容は、平成１４年度は、映画「老親」の上映、映画監督らによるトークショー、平成１５年度には、男女共同参

画に関する市民の体験発表やタレントの遙洋子さんによる講演を開催しました。また、ジェンダー川柳を市民の皆さんか

ら募集し、入賞者を表彰するとともに、「ジェンダー川柳作品集」を作成・配付しました。 

 

３ 市職員研修の実施【Ⅰ－１－①－３－１】 

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ができるよう、ジェンダーについての知識と理解を深
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めるため、人事課の階層別職員研修のなかで、2 級及び 4 級職員、主査職前期の職員を対象に「男女共同参画」につい

ての研修を平成１４年度から開始しました。 

 

４ 啓発資料の作成・提供【Ⅰ－１－②－４－１】 

家庭、地域、職場などさまざまな場における男女に不平等な慣行、慣習を是正するため、平成 14 年度に、かすがい男

女共同参画プランの本編（500 部）及びダイジェスト版（3,000 部）を、また、平成 15 年度には、小学生向け（22,000

部）及び中学生・一般向け（12,000 部）に「春日井市男女共同参画推進条例」を分かりやすく紹介するための啓発パン

フレットを作成・配付しました。 

  

５ 保育士・教職員への研修の実施【Ⅰ－２－②－１２－１】 

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担意識をうえつけることのないよう、児童課においては、

公立保育園長会議及び主任保育士会議にて、「ジェンダーに敏感な視点をもつ」研修を開催しました。また、学校教育課

においては、平成 14 年度に教頭研修会にて、平成 15 年度には、教務・校務合同研修会にて「男女共同参画」に関する

講演会を実施しました。 

 

６ ジェンダーに敏感な視点に立った教育の推進【Ⅰ－２－②－１３－１】 

学校教育課において、平成 14 年度に小学校の社会科副読本（3・4 年生）の内容を、平成 15 年度には、中学校の社会

科副読本（歴史・地理・公民 1～3 年生）の内容を男女共同参画の視点から点検し、固定的な性別役割分担を意識させ

る表現やさし絵などを修正しました。 
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７ 男女混合名簿導入の推進【Ⅰ－２－②－１５－１】 

全保育園において、従来より、男女別名簿を見直して、生年月日順の名簿が使用されております。また、小中学校に

おいても、男女混合名簿の導入を推進した結果、男女混合名簿導入校は、平成 15 年度には小学校は、３８校中３１校（２

６校）、中学校は、１５校中７校（４校）とそれぞれ増加しています。 ※（ ）は平成 14 年度実績 

 

［目標Ⅱ］意思決定過程への女性の参画  

 １ 審議会への女性委員登用推進【Ⅱ－１－①－１８－１】 

政策・方針を決定する場に女性が参画し、その意見を反映することができるよう、市の審議会等での女性委員比率３

０％を目標に設定していますが、市の内部組織である「男女共同参画推進本部会議」や「推進連絡会議」を通じて、全

庁的に女性委員の登用促進を図ったところ、平成 15 年度登用状況は、法令・条例に基づく３７の審議会等の内、女性委

員ゼロ審議会は、４審議会（６）に減少しました。また、女性委員数は、121 名（111 名）に増加し、その結果、女性登

用率は、２１．１％（１９．２％）となっています。 ※（ ）は、平成 14 年度実績 

 

 ２ 審議会委員登用に関する要綱の作成【Ⅱ－１－①－１８－２】 

市の審議会等への女性登用を推進するため「春日井市附属機関等の設置等に関する要綱」を策定し、平成 14 年 4 月 1

日から施行しました。当要綱第 4 条第 1 項第 4 号において、「一の附属機関等における女性委員の割合は、２０％以上と

し、３０％を目標とすること。」と定めており、今後とも女性登用に努めます。 

 

  ３ 女性職員の管理職への登用促進【Ⅱ－１－④－２３－１】  

    平成 15 年 4 月 1 日付け人事異動において、女性の課長級ポストへの昇任がありました。また、主査職を含めた指導的

立場にある女性職員（行政職）の割合は、平成 14 年度５．２％、平成 15 年度５．４％となっています。 
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  ４ 管理職研修の実施【Ⅱ－１－④－２４－１】 

    「かすがい男女共同参画プラン」の理解を深めるとともにジェンダーに敏感な視点を深めるため、平成 14 年度には、

部・次長、課長職を対象に、平成 15 年度には、課長補佐職を対象として、「男女共同参画研修」を実施しました。 

   

５ 外国人のための相談【Ⅱ－２－②－３１－２】 

言葉や生活習慣の違いなどから孤立したり、暮らしにくさを感じている外国住民を支援するため、平成 15 年度から、

毎週水曜日、（第 1 週）英語・（第 2 週）中国語・（第 3 週）スペイン語・（第 4 週）ポルトガル語の 4 カ国語で、行政サ

ービスに関する相談窓口を設けました。 

  

 ［目標Ⅲ］家庭生活における男女共同参画の促進 

１ 介護サービス職員の資質向上の支援、施設職員などへのジェンダーに関する研修の実施【Ⅲ－３－②－４９－１、２】 

    平成 14 年度から、「介護は女性の役割」という社会通念を排除し、介護の社会化を推進するとともに、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講習会を実施し、平成 15 年度についても、継

続して実施しています。 

 

 ［目標Ⅳ］地域における男女共同参画の促進 

１ ボランティア活動への支援、ＮＰＯ法人化などへの支援【Ⅳ－１－②－６０－１、２】 

    平成 14 年度に、男女が地域を支える一員として、多様なボランティア活動に取り組めるよう「春日井市ボランティア

活動推進基本計画」を策定し、様々なセミナーを開催しました。また、平成 15 年度には、情報紙「ボランティア・ＮＰ

Ｏ情報」を創刊するとともに愛知県発行の「特定非営利活動法人の手引き」等を公共施設の窓口に置き、法人化取得や



 ９

運営のノウハウなどの情報提供を始めとしたＮＰＯ活動への支援を行いました。市では、平成 15 年度（12 月末現在）

までに、２０のＮＰＯ法人が認証されています。 

 

 ［目標Ⅴ］就業における男女共同参画の推進 

  １ 女性経営者、女性従業者のネットワークへの支援【Ⅴ－２－③－８３－１】 

    商工業・農業振興の活性化や女性経営者の能力を発揮するため、坂下商店街振興組合を始め 7 団体の女性経営者で組

織するネットワーク「おかみさん会－かすがい－」の設立に向けて支援しました。 

  

 ［目標Ⅵ］人権が尊重される社会の実現  

  １ 被害者の相談体制の充実【Ⅵ－１－②－８９－１】 

    平成 14 年度には、レディヤンかすがいで従来から行っていた女性相談や家庭相談のほかに毎週土曜日に面接による女

性専門相談を新設し、第１・３土曜日には、弁護士による「法律相談」、第 2・第 4 土曜日には、カウンセラーによる「こ

ころの相談」を設けました。さらに平成 15 年度には、男女共同参画推進条例の施行に伴い、「男女人権相談」を新設し、

ＤＶやセクハラなどの性別による人権侵害に関する相談窓口の強化を図りました。この結果、レディヤンかすがいの女

性に関する様々な相談に関しては、火曜日から土曜日までの相談体制を整備しました。 

 

  ２ リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の周知【Ⅵ－２－①－９０－１】 

    平成 14 年度に、思春期教育研究委員会において、中学生・高校生向けの性教育冊子（すてきにコミュニケーション、

思春期の性について学ぼう！）を作成し、指導者が授業等で活用し、生徒たちの理解が深まるよう努めました。また、

平成 15 年度は、「思春期保健相談Ｑ＆Ａ」の手引書のなかで取り上げ、授業等を通じての周知に努めています。 

  



 １０

   

３ 広報など行政情報紙の点検・見直し【Ⅵ－３－②－１００－１、１０１－１】 

    平成 15 年 3 月に内閣府男女共同参画局が作成した「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」を各所属に配付し、

この手引をもとに、ポスターやチラシ等公的広報等を制作する場合において、表現が男女のいずれ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、男女対等の視点で見直し・点検を行っています。 
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平成１４年度事業実績・平成１５年度事業予定（実績） 

 
 
 



 １２

目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識改革 

課題１ 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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

女性情報紙（はるか）
の発行 
（Ⅰ-１-①-１-１） 

男女が対等なパートナーとして社会に参画していく、男
女共同参画社会の実現をめざし、今なお根強く残る男女の
不平等を是正していくため、女性情報紙「はるか」を発行
し、意識の啓発と情報の提供を図った。 
・名称 かすがい市女性情報紙「はるか」（第10号から名

称を「男女共同参画情報紙」に変更） 
・形態  Ａ４版、４ページ、２色刷り 
・内容等 第９号「男女共同参画社会の実現をめざす条例

の制定に向けての基本方向」（平成14年10月
15日発行） 

     第10号「春日井市男女共同参画推進条例を制
定しました」（平成15年４月１日発行） 

・発行部数 各97,500部 
・配付先 広報かすがいと同時に全戸配付 
（平成10年10月より発行） 

男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画情報紙
「はるか」を通じ、男女平等意識づくりの啓発を図る。ま
た、情報紙の作成にあたっては市民の意見も取り入れるた
め、編集委員を公募した。 
・形態  Ａ４版、８ページ、２色刷り（一部多色刷り）
・内容等  
第11号「～新編集委員 くるまざトーク～はじめの一

歩は気づくこと」（平成15年10月発行） 
第12号「  未 定   」 

（平成16年４月発行予定） 
・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（202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） 

青少年女性課 １ 
男女平等意識をつくる
啓発活動の推進 
 

広報、ビデオなどによ
る啓発 
（Ⅰ-１-①-１-２） 

男女共同参画社会実現に向けて行っている施策・事業に
ついて、広報で積極的に情報発信した。 
（配付部数 ９７，５００部） 

・４月の生活情報から毎月女性専門相談の案内を掲載 
・８月１日号市政ニュース 
 「男女共同参画社会を目指して」 
・９月１日号情報のひろば 
 「ジェンダー川柳」 
・10月15日号情報のひろば 
 「かすがい男女共同参画市民フォーラム」 
・1月1日号市政ニュース 
「かすがい男女共同参画市民フォーラム」 

男女共同参画社会実現に向けて行っている施策・事業に
ついて、広報で積極的に情報発信する。 
（配付部数 ９７，５００部） 

・４月の生活情報から毎月男女人権相談の案内を掲載 
・５月１日号情報のひろば 
「男女雇用機会均等フォーラム」 

・６月１日号情報のひろば 
「女性のためのエンパワーメントセミナー」 

・９月１日号情報のひろば「ジェンダー川柳」 
・10月１日号情報のひろば 
「かすがい男女共同参画市民フォーラム」 

・10月15日号情報のひろば 
「かすがい男女共同参画情報紙『はるか』を発行」 

・12月15日号市政ニュース 
 「かすがい男女共同参画市民フォーラム」 

広報広聴課 

２ 
男女共同参画推進月間
の設置 
 

男女共同参画推進月間
の周知 
（Ⅰ-１-①-２-１） 

実績なし 実績なし 
※平成14年度から開始した「かすがい男女共同参画市民
フォーラム」の開催期日を固定化し､その開催月を男女
共同参画社会の意識を一層高めるための推進月間とす
るよう検討中 

青少年女性課 



 １３

男女共同参画フォーラ
ムの開催 
（Ⅰ-１-①-２-２） 

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」を開催した。（平成14年度より実施） 
・実施日 11月23日（祝） 
・テーマ かがやく個性 のびやかな暮らしを求めて 
・場 所 青少年女性センター（ﾚﾃ゙ ｨﾔﾝかすがい） 
・参加者 ４００人 
○内 容  
第1部 映画「老親（ろうしん）」の上映 

 第2部 トークショー（テーマ）「ともに生きる」 
出演者：映画監督 槇坪夛鶴子氏 

原作者  門野晴子氏 
・ジェンダー川柳入賞者表彰 
 募集期間 ９月２日～９月30日 
 応募数  １４８句  
 最優秀賞 「感謝より皿を洗ってくれる人」 
 優秀賞2句、入選20句、佳作47句 
・その他 男女共同参画に関するパネル展示 

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」を開催した。 
・実施日 11月22日（土） 
・テーマ かがやく個性 のびやかな暮らしを求めて 
     －男女共同参画推進条例を実りあるものに－ 
・場 所 青少年女性センター（ﾚﾃ゙ ｨﾔﾝかすがい） 
・参加者 ３００名 
○内 容  
・市民による体験発表 
 小栗成子氏（中部大学助教授・岩成台西小学校ＰＴＡ 

会長） 
（テーマ）「転機と出会い」 

 福井昭弘氏（春日井市子ども会育成連絡協議会名誉 
会長） 

（テーマ）「妻が僕を変えた日」 
・ミニコンサート コンサートグループ「花の詩」 
・講演（テーマ）「すべての人がビューティフル 
         ～みんなが輝いて生きる為に～」 
         講師 タレント・作家 遙洋子氏 
・ジェンダー川柳入賞者表彰 
 募集期間 ９月１日～９月30日 
 応募数  １７７句 
 最優秀賞 「我が息子しっかり覚えた父の味」 
 優秀賞2句、入選20句、佳作45句 
・その他 男女共同参画に関するパネル展示 

青少年女性課 

３ 
市職員研修の充実 
 

市職員研修の実施 
（Ⅰ-１-①-３-１） 

   職員一人ひとりがジェンダーに敏感な視点で事業にあ
たることができるよう、ジェンダーについての知識と理解
を深めるための研修を拡充した。（平成14年度より実施） 
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 
・第３部（２級職員）研修 ７月９日（1.5時間） 
講師 青少年女性課主任、41名対象 

・第３部（４級職員後期）研修 ７月８日（1.5時間） 
講師 青少年女性課男女共同参画推進担当主査 

13名対象 
・第４部（主査職前期）研修 11月19日（２時間） 
講師 愛知女子短期大学講師  松田照美氏、44名対象 

   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。 
  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 
・第３部（２級職員）研修 ６月26日（1.5時間） 
講師 青少年女性課男女共同参画推進担当主査 48名対象

・第３部（４級職員前期）研修 ７月３日（1.5時間） 
講師 青少年女性課女性担当主査、27名対象 

・第４部（主査職前期）研修  
11月18日、26日（各２時間） 
講師 愛知女子短期大学講師  松田照美氏、35名対象 

人事課 

 



 １４

 

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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

４ 

家庭、地域、職場など

における制度、慣行の

見直し 

啓発資料の作成・提供

（Ⅰ-１-②-４-１） 

平成１４年３月に「かすがい男女共同参画プラン」を策
定「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
ることができる男女共同参画社会の実現」をめざして、市
民・事業者等にプラン本編及びダイジェスト版、女性情報
紙「はるか」を配付し、周知啓発をおこなった。 
・「かすがい男女共同参画プラン」 500部印刷 
 市内施設（ふれあいセンター、公民館等）にて閲覧 
・「かすがい男女共同参画プラン」 
ダイジェスト 3,000部印刷 

 市内公私立保育・幼稚園（290部）、小中学校(530部)、
市内企業（従業員50名以上 約204社）へ配付 

・（女性情報紙「はるか」の発行Ⅰ－１－①－１－１参照） 

平成１５年４月１日より施行した「春日井市男女共同参
画推進条例」を分かりやすく市民に紹介するため、小学生、
中学生・一般向けの条例普及・啓発パンフレットを作成し、
配付した。 
・小学生向け条例普及・啓発パンフレット（22,000 部）
配付（９月） 

・中学生・一般向け条例普及・啓発パンフレット（12,000
部）配付（９月） 
※市内小中学生、保育園、幼稚園、教職員等に配付した。
その他、レディヤンかすがいを始め13カ所の市内公
共施設に配付した。 

・（男女共同参画情報紙「はるか」の発行Ⅰ－１－①－１
－１参照）  

青少年女性課 



 １５

ジェンダーに関する講

座の開催 

（Ⅰ-１-②-４-２） 

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画セミナーを開催

した。 

・講座名 うぇいくあっぷセミナー 

Ⅰ 男らしさ、女らしさへのこだわりを見直すことから、生き方や働き

方を考える。 

・テーマ 

 自分を語ろう―自分の中のジェンダーを知る―（８月10日） 

つくられる男と女－メディアを読み解く－（８月24日） 

職場の中の男らしさ、女らしさ（８月31日） 

夫と妻のいい関係をつくろう-男の意地と女のこだわり-（９月７日） 

・講師 教育研修ﾄﾚ ﾅーー 、愛知女子短期大学講師 松田照美氏 

・受講者数 １９人（延べ５０人）、託児５名／受講料 520円 

Ⅱ 子育てを通じて、自分の人生や生き方を見つめてみませんか。 

・テーマ 

母親してますか―母性神話って本当？―（10月25日） 

・講師 愛知みずほ大学人間科学部教授 大久保義美氏 

自分を大切にしていますか（10月30日） 

・講師 ﾌｪﾐﾆｽﾄｶｳﾝｾﾘﾝｸ゙ なごやｶｳﾝｾﾗー  肥田幸子氏 

子どもをとりまく性差別とは（11月８日） 

・講師 愛知みずほ大学人間科学部教授 大久保義美氏 

子どもとともに育つ（11月15日） 

・講師 愛知みずほ大学人間科学部教授 大久保義美氏 

・受講者数 ３５人（延べ８９人）、託児２６名／受講料 520円 

Ⅲ 知っているようで意外と知らない自分のからだを見直してみませ

んか。 

・テーマ 

知っておきたい更年期のこと－ｱﾛﾏﾃﾗﾋ゚ ｰでﾘﾌﾚｯｼｭ－（２月18日） 

・講師 助産師 吉岡文子氏、山中法子氏 

自分のからだは自分が守ろう-簡単つぼ療法と健康体操-（２月25日） 

・講師 鍼灸師 山田伴子氏、スポーツ指導員 安保公江氏 

・受講者数 ５０人（延べ８７人）、託児１０名／受講料 無料 

Ⅳ 高齢社会を迎えてこれからの生き方を考える 

・テーマ 

 元気に向老学 ―豊かに老いるために―（３月４日） 

・講師 日本向老学学会事務局長 高橋ますみ氏 

介護を考える－制度を有効に利用する－（３月11日） 

・講師 放送大学教養学部生活と福祉専攻教授 大曽根寛氏 

これからの生き方－家族について考える－（３月18日） 

 ・講師 ＮＰＯ法人ウィン女性企画事業運営ｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー  明石雅世氏 

・受講者数 ５４人（延べ１３８人）／受講料 520円 

Ⅴ ＤＶセミナー 

・テーマ 

 殴られるのはお前が悪いからだ―「女性の沈黙」が問うもの― 

（２月１日） 

法は家庭に入らずをこえて－世界の取組、日本の取組－（２月８日） 

 語れる人に出会えるためにー地域のネットワーク－（２月15日） 

・講師 フェミニストサポートセンター・東海 代表 隠岐美智子氏 

・受講者数 ３５人（延べ７３人）／受講料 520円 

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画セミナーを開催

する。 

 

・講座名 女性のためのエンパワーメントセミナー（7回講座） 

・テーマ  

開校式、男女共同参画について（７月９日） 

・講師 人材養成コンサルタント 松田照美氏 

 主婦感覚のさびおとし（７月24日） 

・講師 名古屋短期大学名誉教授 一盛久子氏 

 ＴＶドラマに見る女性・男性－メディアリテラシーを考える 

（８月21日） 

 ・講師 中日新聞編集局放送芸能部 鈴木善太郎氏 

 なぜパート労働が問題なのか？（９月10日） 

・講師 社会保険労務士 平松和子氏 

話したいこと､表現すること（10月９日） 

・講師 人材養成コンサルタント 松田照美氏 

 あなたのすぐそこに有る暴力（10月23日） 

・講師 フェミニストカウンセリングなごや 水野三佐子氏 

 フリートーク、閉校式、「ジェンダー問題と私」（11月13日） 

・講師 人材養成コンサルタント 松田照美氏 

・開催場所 レディヤンかすがい 

・受講者数 ２７人（延べ１４３人）  

 

・講座名 男性の生活センスアップセミナー 

・講 師 中日新聞編集局放送芸能部 鈴木善太郎氏 

・テーマ メディアは男性の味方？ 

～メディアリテラシーを考える～（10月25日） 

男子厨房に入る－料理教室― 

おしゃれなエプロンをしてみませんか（11月１日） 

「男女共同参画社会」は本当に来るのか（11月８日） 

・開催場所 レディヤンかすがい 

・受講者数 １６人（延べ３８人）／受講料 520円 

 

・講座名 うぇいくあっぷセミナー（２回講座） 

Ⅰ 男女の自立した関係によるパートナーシップを確立するため、男女

間のコミュニケーションや生活スタイルについて考える。 

・講師 宇部フロンティア大学講師 石田路子氏 

もう一度見つめ直す「夫」と「妻」の関係（11月18日） 

わたしのライフスタイル－これからの人生を考える（12月２日） 

・受講者数 ３８人（延べ６３人） 

Ⅱ 自分のからだの仕組みやこころについて理解を深め、自分を大切に

することを考える。 

 ・講師 愛知県立大学地域看護学助教授 大須賀惠子氏 

大切にしていますか？自分のからだ－からだのサイクルを学ぶ－ 

（16年３月５日） 

ストレスと上手に付き合い、自分らしく生きる（16年３月16日） 

 

青少年女性課 

 



 １６

 家庭、地域、職場など男女不平等な慣行、慣習に気づき、
ジェンダーの視点にたって考える講座を開催した。 
・いきいきレディースセミナー  ５回×２コース 
実施日  ９／２６～１０／２４（各水曜日）     

      ２／１４～ ３／１４（各金曜日） 
講 師  隠岐美智子氏 

（フェミニストサポートセンター東海） 
参加者  ２４人×２講座 
内 容  自分らしく豊かな人間関係を育む新たな自

分育てチャレンジする。 
・いきいきメンズセミナー  ４回 
 実施日  ２／２３～３／９（各土曜日） 
 講 師  長谷川弘道氏 他 
 参加者  １２人 
 内 容  料理や仕事以外のネットワーキングと心身

のリフレッシュ方法を学ぶ 

 家庭、地域、職場など男女不平等な慣行、慣習に気づき、
ジェンダーの視点にたって考える講座を開催する。 
・いきいきレディースセミナー  ４回 
 実施日  ９／１０～１０／１（各水曜日）     
 参加者  １３人（３０代、４０代の女性） 
 内 容  自分、家族のことなど女性をとりまく環境を

見つめ直し女性の自立、自分らしさの発見を
する。 

・いきいきレディースセミナー ４回（予定） 
 実施日  ２／１９～３／１１（各木曜日） 
・いきいきメンズセミナー ３回（予定） 
 実施日  ２／１４～２／２８（各土曜日） 
 

青少年女性セン

ター 

出前講座の活用 

（Ⅰ-１-②-４-３） 

 

（Ⅱ－２－①－２６－２「出前講座の活用」参照） （Ⅱ－２－①－２６－２「出前講座の活用」参照） 生涯学習課 

５ 

女性の人権に関する周

知・啓発 

 

女性の人権に関する国

内法令・国際条約の周

知 

（Ⅰ-１-②-５-１） 

女性の人権問題に関連する国内法令や国際条約などに
ついて資料を提供し、周知を図った。 
・女性に対する暴力をなくす運動（11月８日） 
 ポスター３部、リーフレット10部掲示、配付 
・「パパ！育児がイヤなんて、許されませんよ。」育児休業
をとりましょう、お父さん。（厚生労働省発行）ポスタ
ー・チラシの掲示・配付 

・かすがい男女共同参画プラン 500部 
 市内公共施設（ふれあいセンター、公民館等）に配付・
閲覧 

女性の人権問題に関連する国内法令や国際条約などに
ついて資料を提供し、周知を図る。 
・「女性に対する暴力」に関する啓発ポスター 
 「パパ、どうしてママをぶつの・・・・」 
・「女性に対する暴力 Ｑ＆Ａ」 
 「これって、暴力？」 
 「難民支援におけるジェンダーの視点」 
・その他 国やアジア女性基金より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・配付した。

青少年女性課 



 １７

  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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

６ 

男女共同参画に関する

資料の収集・提供 

男女共同参画に関する

資料の収集・提供 

（Ⅰ-１-③-６-１） 

男女共同参画に関する条例制定のための情報を収集するととも
に国・県および他市などが発行する男女共同参画関連の資料や女
性問題に関する資料を収集した。 
・平成14年度愛知県女性の悩みごと相談パンフレット 
（５月13日） パンフレット200部配付 
・平成14年度男女共同参画週間（内閣府） 
・働く人のためのセクハラ相談ご案内（10月30日） 
 リーフレット200部配付 
・ﾄ゙ ﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊ゙ ｲｵﾚﾝｽ防止啓発リーフレット 
（ﾄ゙ ﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊ゙ ｲｵﾚﾝｽに悩んでいるあなたに）配付 
・男女共同参画推進標語入選作品チラシ作成配付 
《研修等》 
・男女共同参画セミナー調査（４月25日）   
 （財）あいち女性総合センター企画事業課・名古屋市女性会館
女性情報センター 

・女性関連施設連絡会議（４月25日） 
小牧市まなび創造館女性センター 

・愛知県男女共同参画推進条例制定記念講演会 
（５月16日）ウィルあいち  

・愛知県男女共同参画施策担当者会議（６月７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25日）東京厚生年金会館 

・平成14年度市町村男女共同参画行政担当者研修会 
 （７月26日） ウィルあいち 
・女性のｴﾝﾊ゚ ﾜー ﾒﾝﾄ支援セミナー（１月27日～31日） 
 独立行政法人国立女性教育会館（ヌエック） 
（条例に関する調査視察） 
・愛知県県民生活部社会活動推進課男女共同参画室 
 ５月１日 
・名古屋市総務局総合調整部男女平等参画推進室 
 ５月10日 
・大阪府堺市総務人権局男女共同参画推進課 ７月17日 
・静岡県静岡市健康文化部女性政策課  ７月19日 

国・県および他市などが発行する男女共同参画関連の資料や女

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収集し、青

少年女性課窓口又は青少年女性センターにおいて、情報提供する。

・平成15年度男女共同参画週間（内閣府 ６月） 

ポスター７枚、チラシ50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、配付 

（研修等） 

・女性関係施設連絡会議（４月24日）大府市石ヶ瀬会館 

・平成15年度市町村男女共同参画施策担当者会議 

（６月６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24日）東京厚生年金会館 

・平成15年度市町村男女共同参画行政主管課長会議 

（７月15日） 愛知県自治センター 

・日本女性会議２００３おおつ（10月17～18日） 

滋賀県大津市びわ湖ホール 他 

・第９回春日友好交流職員研修会 

 （11月５日～７日）埼玉県春日部市 

 研修テーマ－男女共同参画の推進について－ 

青少年女性課 

 

青少年女性セン

ター 

７ 
意識調査の実施および
情報提供 

男女共同参画意識調査
の実施 
（Ⅰ-１-③-７-１） 

実績なし 
 

実績なし 
 ※ 前回調査「女性の生活と意識に関する実態調査」

（平成９年） 

青少年女性課 

 



 １８

  ④ メディアの活用による意識改革の推進 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

ケーブルテレビの活用

による啓発 

（Ⅰ-１-④-８-１） 

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。 
・名称  市政だより（年間５２番組を制作・放映） 
・内容  男女共同参画の理解を広めるため、次の番組を

制作・放映した。 
・平成14年４月 
 「男女共同参画プランについて」 

      放映期間 平成14年5月6日～5月12日 
    ・平成15年３月 青少年女性からのお知らせ 
     「男女共同参画推進条例が制定されました」 

放映期間 平成15年４月７日～４月13日  

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。 
・名称  市政だより（年間52番組を制作・放映予定）
・ 内容  ドメスティック・バイオレンスやセクシュア

ル・ハラスメントなどに関する窓口として新
たに設置された「男女人権相談」をＰＲする
ため、次の番組を制作・放映した。 

     ・平成15年５月 「男女人権相談を始めます」

     ・放映期間 平成15年５月26日～６月１日 

広報広聴課 ８ 

メディアなどによる啓

発および情報の収集・

提供 

ホームページによる情

報の収集・提供 

（Ⅰ-１-④-８-２） 

 市民が男女共同参画への理解をより一層広め、深めるよ
う市のホー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プラン（平成14年４月） 
・春日井市男女共同参画懇話会（平成14年６月） 
・男女共同参画社会の実現をめざす条例の制定に向けての
基本方向（中間取りまとめ）にご意見をお寄せください。 
 （10月） 
・男女共同参画社会の実現をめざす条例の制定に向けての
基本方向（中間取りまとめ）市民意見交換会（10月） 
・ジェンダー川柳作品集（平成14年11月） 
・男女共同参画社会の実現をめざす条例の制定に向けての
基本方向（中間取りまとめに対する市民意見募集結果に
ついて（平成14年12月） 

・男女共同参画社会の実現をめざす条例の制定に向けての
基本方向の市長への提言について（平成14年12月） 

・かすがい市女性情報紙「はるか」 
第８号（平成14年4月1日） 

 第９号（平成14年10月15日） 

 市民が男女共同参画への理解をより一層広め、深めるよ
う市のホームページを活用して情報提供に努める。 
・「春日井市男女共同参画推進条例」が制定されました 
（平成15年４月） 

・市が実施する男女共同参画に関する施策への意見の申出
制度を設けました（平成15年４月） 
・かすがい市男女共同参画情報紙「はるか」 
第10号（平成15年４月１日） 
第11号（平成15年10月） 

・「春日井市男女共同参画推進条例」普及・啓発用パンフ
レットの作成及び配付について（平成15年９月） 

・ジェンダー川柳作品集（平成16年１月） 

青少年女性課 



 １９

 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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

 家庭における固定的な性別役割分担意識を払しょくし、
男女平等意識を高める家庭教育を推進した。また、学習機
会の設定については、時間帯、内容など男性の参加にも配
慮した。 
（Ⅰ－１－②－４－２「ジェンダーに関する講座の開催」 
の再掲） 

 家庭における固定的な性別役割分担意識を払しょくし、
男女平等意識を高める家庭教育を推進する。また、学習機
会の設定については、時間帯、内容など男性の参加にも配
慮する。 
（Ⅰ－１－②－４－２「ジェンダーに関する講座の開催」
の再掲） 

青少年女性課 ９ 
男女平等意識を育てる
家庭教育の推進 
 

家庭教育に関する講座
の開催 
（Ⅰ-２-①-９-１） 

・パパ、おじいちゃんとのふれあい教室（２回） 
実施日  ８／１８・２５（日曜日）        
参加者  ２６組 
内容  「くつ体操」などおもしろい体操で楽しく学ぶ 

・いきいきメンズセミナー（４回） 
実施日  ２／２３～３／９（土曜日）        

 参加者  １２人  
 内容 仕事以外のネットワーキングと料理、心身のリフ

レッシュ方法を学ぶ 
講師  長谷川弘道氏 他 

・男性のための料理入門（４回） 
実施日  ６／２～７／２１（隔週日曜日） 
参加者  ３０人 
内容  仲間で集える料理「串揚げ」などをつくる 
講師  中根克枝氏 

 

・パパ、おじいちゃんとのふれあい教室 
実施日  ８／２４（日曜日）        

 参加者  １６組 
 内容 フィットネス遊びで体を動かし家族のふれあい

を学ぶ 
・男性のための料理入門（４回） 
 実施日  ６／８～７／２０（隔週日曜日） 
 参加者  ２５人 
 内容  簡単な和食づくりで料理の基本を学ぶ 
 
・いきいきメンズセミナー（内容未定） 
 
・働く男女の家庭介護（６回） 
 実施日  ９／６～１０／１１（土曜日） 

青少年女性セン
ター 



 ２０

 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、男女がいきいきとした家庭生活を営むよう、学習
機会を提供した。 
 

・夏休み親子ちぎり絵教室 高蔵寺 

・親子ふれあい料理教室（１講座８回）
・親子ふれあいクッキー作り 
・マジックバルーン遊び 
・夏休み親子ビーズアクセサリー遊び 

・親子体験手打ちうどん作り 

・親子クリスマスリース作り 

・親子でリトミック（１講座８回） 

南部 

・親子でリトミック（年２講座） 西部  

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、男女がいきいきとした家庭生活を営むよう、学習
機会を提供する。 
 

・親子で作るクリスマスアレンジリース

講座 
味美 

・親子ビーズアクセサリー作り 
・親子手打ちうどん作り 
・親子ふれあい遊び（２講座16回） 
・マジックバルーン遊び 
・親子ピザパイ作り 
・親子陶芸教室（１講座３回） 

南部 

・親子で押し花作り講座 高蔵寺 

・親子でリトミック（年２講座） 西部  

ふれあい 
センター 

・親子教室（平成14年11月20日開始） 
ふれあい広場 毎週水曜日午前10時～11時 
１８回 １，６４９人参加 

・親子教室（12月31日現在） 
ふれあい広場 毎週水曜日午前10時～11時 
３４回 ４，４４３人参加 

子育て子育ち総
合支援館 

 

・子どもと大人のワクワク工房 
・親子で楽しむマジック教室 
・紙飛行機で記録にチャレンジ 

知多 

・楽しく親子でリトミック 中央 

・夏休み親子押し花教室 
・夏休み親子お菓子作り教室 

鷹来 

・親と子のふれあい遊び 

・親と子の手話教室 

・親子仲良くリトミックを楽しもう 

坂下 

・親子で折り紙教室 東部  

 

・小・中学生初級囲碁教室 
・子どものやさしいマジック教室 
・紙飛行機で記録にチャレンジ 

・子どもワクワク工房 

知多 

・楽しく親子でリトミック ほか 中央 

・夏休み親子押し花教室 
・夏休み親子パン作り教室 

鷹来 

・親と子のふれあい遊び 坂下 

・折り紙で作る箱いろいろ 

・親子クラフト教室 
東部 

 

公民館 

名 称 親子で楽しむアウトドア 
実施日 ５月１８日（土）～１９日（日） 
場 所 春日井市少年自然の家 
参加者 ４７人 
内 容 野外炊事、講話「子供にとって大切な自然」、夜

の自然体験 

名 称 親子で楽しむアウトドア 
実施日 ５月１７日（土）～１８日（日） 
場 所 春日井市少年自然の家 
参加者 ８６人 
内 容 親子でハイキング、キャンプファイア、野外炊事、

ネイチャークラフト 

少年自然の家 

１０ 
家族協同学習の推進 

家族および家族間交流
事業の充実 
（Ⅰ-２-①-１０-１）

・親子ふれあいカラオケ 実績なし 青年の家 

 



 ２１

  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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

１１ 
学校教育における平等
教育の推進 

男女平等教育の推進 
（Ⅰ-２-②-１１-１）

 人権尊重と男女平等意識を啓発し、児童・生徒が主体的
に学び、考え、行動する姿勢を育む学校教育を推進した。 
・第53回人権週間における啓発行事の実施について 
  期間……12月４日(火)～12月10日(月) 
  内容……人権尊重の精神を培う授業，行事等を実施 
     校長講話、校内（給食時）放送、各教室での授

業等 

 人権尊重と男女平等意識を啓発し、児童・生徒が主体的
に学び、考え、行動する姿勢を育む学校教育をさらに推進
する。 
・（新規）「春日井市男女共同参画推進条例」の普及・啓発

パンフレットを配付した。 
・第54回人権週間における啓発行事の実施予定 
期間……12月上旬 
内容……人権尊重の精神を培う授業，行事等を実施 

学校教育課 

児童・生徒一人ひとりの個性を尊重し、固定的な性別役
割分担意識を植えつけることのないよう、教職員や保育士
へのジェンダーに敏感な視点を持つ研修を実施した。 
平成１４年度５月公立保育園長会議及び主任保育士会

議にて、「ジェンダーに敏感な視点をもつ」研修を実施し
た。 
対象 園長28人 主任保育士28人 

児童・生徒一人ひとりの個性を尊重し、固定的な性別役
割分担意識を植えつけることのないよう、教職員や保育士
へのジェンダーに敏感な視点を持つ研修を実施する。 
 
・「継続して実施」 

児童課 １２ 
教職員研修の充実 

保育士、教職員への研
修の実施 
（Ⅰ-２-②-１２-１）

・教頭研修会 
 講演会 日時 平成14年10月16日（水） 
演 題 「男女共同参画社会をめざして」 

 講 師 日置 雅子 氏（県立大学外国語学部長） 
 会 場 市庁舎 
 参加人数 ５３人 

・教務・校務合同研修会 
講演会 日時 平成15年８月２２日（金） 
演 題 「学校教育と男女共同参画」 

 講 師 石田 好江 氏 （愛知淑徳大学教授） 
会 場 市民文化センター 

 参加人数 １０６人 

学校教育課 

男女が対等なパートナーとして社会に参画していく、男
女共同参画社会の実現をめざし、今なお根強く残る男女の
不平等を是正していくため、保育士の研修を実施した。 
 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た。 

男女が対等なパートナーとして社会に参画していく、男
女共同参画社会の実現をめざし、今なお根強く残る男女の
不平等を是正していくため、保育士の研修を実施する。 
 
・「継続して実施」 

児童課 １３ 
ジェンダーに敏感な視
点に立った教育の推進

ジェンダーに敏感な視
点に立った教育の推進
（Ⅰ-２-②-１３-１）

 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・見直しを行った。 
 小学校の社会科副読本（３・４年生用）の内容を点検し、
固定的な性別役割分担を意識させるような表現やさし
絵・資料の内容などを修正した。 

 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・見直しを行う。 
 
・「継続して実施」 
 中学校の社会科副読本（歴史・地理・公民 １～３年生
用）の内容を点検し、固定的な性別役割分担を意識させる
ような表現やさし絵・資料の内容などを検討する予定。 

学校教育課 



 ２２

個性に応じた進路指導
の充実 
（Ⅰ-２-②-１４-１）

 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
路指導を実施した。 
 中学校の進路指導では、生徒一人ひとりの希望と適性に
応じた進路決定を行っている。特に、女子は商業科、男子
は工業科というような、性の違いによる固定的な進路の選
択や決定は行わない。 

 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
路指導を実施し、健全な職業観の育成にも努める。 
 
・「継続して実施」 
 

学校教育課 １４ 
男女平等の視点に立つ
進路指導の推進 

職場体験学習の推進 
（Ⅰ-２-②-１４-２）

 職場体験学習実施に際しては、男女の性差によらない訪
問場所の選定に留意させ、男女共同参画の視点をもった職
業観の育成に努めた。 
 多くの中学校では職場体験学習を実施しており、その訪
問先の選定にあたっては、男女の固定的な性別役割分担の
視点を取り除いて指導してきた。 
 また、同じく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。 

 職場体験学習実施に際しては、男女の性差によらない訪
問場所の選定に留意させ、男女共同参画の視点をもった職
業観の育成に努める。 
 
・「継続して実施」 
 

学校教育課 

 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
う努めた。 
 各保育園における児童名簿を生年月日順で作成した。 

 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
う努める。 
 
・「継続して実施」 

児童課 １５ 
男女混合名簿導入の推
進 

男女混合名簿導入の推
進 
（Ⅰ-２-②-１５-１）

 男女別名簿を見直し、男女混合名簿の導入に取り組ん
だ。 
男女混合名簿導入校 
・小学校３８校中２６校 
・中学校１５校中 ４校 

男女混合名簿の導入を進める。 
 
男女混合名簿導入校 
・小学校３８校中３１校 
・中学校１５校中 ７校 

学校教育課 



 ２３

  ③ 男女平等の視点に立った生涯学習の推進 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

 ジェンダーに縛られず、多様な生き方が選択できるよう
な生涯学習の講座を開催した。 
・パパ、おじいちゃんとのふれあい教室（２回） 
実施日 ８／１８・２５（日曜日） 
参加者 ２６組 

 内 容 「くつ体操」などおもしろい体操で楽しく学ぶ 
・いきいきメンズセミナー（４回） 
実施日 ２／２３～３／９（土曜日） 
参加者 １２人 

 内 容 仕事以外のネットワーキングと料理、心身のリ
フレッシュ方法を学ぶ 

・男性のための料理入門（４回） 
 実施日 ６／２～７／２１（隔週日曜日） 
参加者 ３０人 

 内 容 仲間で集える料理「串揚げ」などをつくる 
・いきいきレディースセミナー  ５回×２コース 
実施日 ９／２６～１０／２４（各水曜日）      

２／１４～ ３／１４（各金曜日） 
参加者 ２４人 
内 容 自分らしく豊かな人間関係を育む自分育てに

チャレンジする。 

 ジェンダーに縛られず、多様な生き方が選択できるよう
な生涯学習の講座を開催する。 
・パパ、おじいちゃんとのふれあい教室 
実施日 ８／２４（日曜日）        

 参加者 １６組 
 内 容 フィットネス遊びで体を動かし家族のふれあ

いを学ぶ 
・男性のための料理入門（４回） 
 実施日 ６／８～７／２０（隔週日曜日） 
 参加者 ２５人 
 内 容 簡単な和食づくりで料理の基本を学ぶ 
・いきいきメンズセミナー ３回（予定） 
 ２／１４～２／２８（各土曜日） 
・いきいきレディースセミナー ４回 
 実施日 ９／１０～１０／１（各水曜日）       
 参加者 １３人（３０代、４０代の女性） 
 内 容 自分、家族のことなど女性をとりまく環境をみ

つめ直し女性の自立、自分らしさの発見をする
・いきいきレディースセミナー ４回（予定） 
 ２／１９～３／１１（各木曜日） 

青少年女性セン
ター 

・お父さんの料理教室お母さんもどうぞ 
実施日 ５月～８月   ８回 
参加者 ３５人（男 ２０人  女 １５人） 

・男性も女性も楽しめる料理教室 
実施日 １０月～２月   ８回 
参加者 ３５人（男 ２０人  女 １５人） 

・男性も女性も楽しめる料理教室 
実施日 ５月～９月   ８回 
参加者 ３５人（男 ２０人  女 １５人）  

・男性も女性も楽しめる料理教室 
実施日 １０月～２月   ８回  

 参加者 ３５人（男 ２０人  女 １５人） 

知多公民館 

１６ 
ジェンダーに敏感な視
点に立った生涯学習の
充実 

ジェンダーに敏感な視
点を取り入れた講座な
どの開催 
（Ⅰ-２-③-１６-１）

・生きがい講座 
実施日 ９月１１日 
参加者 ４８人 
内 容 「毎日をしなやかに生きたいと思う」をテーマ

に、冨田君子氏を講師に招き講演会をおこなっ
た。 

・生きがい講座 
実施日 １０月３１日 
参加者 ４８人 
内 容 「今日から出発できる自分の生き方を」をテー

マに、冨田君子氏を講師に招き講演会をおこな
った。 

坂下公民館 



 ２４

施設職員の資質の向上
（Ⅰ-２-③-１６-２）

 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、施設職員の資質の向上に努めた。 
市町村女性問題相談員育成研修 
 日 程  ６／２７・７／４・７／１１ 
 場 所  ウィルあいち 
内 容  相談の基本的な姿勢など事例研究、事例発表

で学ぶ 
出席者  青少年女性センター嘱託 

 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、施設職員の資質の向上に努める。 
市町村女性問題相談員育成研修 
日 程  ６／２６・７／３・７／１０ 
場 所  ウィルあいち 
内 容  女性の現状、女性相談の現状、ＤＶについて

など学ぶ 
出席者  青少年女性センター主査 

 

青少年女性セン
ター 
ふれあい 
センター 
生涯学習課 
公民館 

１７ 
男女共同参画セミナー
の開催 

男女共同参画セミナー
の開催 
（Ⅰ-２-③-１７-１）

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。 
（Ⅰ－１－②－４－２「ジェンダーに関する講座の開催」
の再掲） 

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） 

青少年女性課 

 



 ２５

目標Ⅱ 意思決定過程への女性の参画 

 課題１ 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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

審議会への女性委員登
用推進 
（Ⅱ-１-①-１８-１）

 市の審議会での女性委員比率 30％を目標に「男女共同
参画推進本部会議」や「推進連絡会議」を通じて、全庁的
に審議会等への女性委員の登用促進を図った。 
 
各種審議会における女性の登用状況 

（平成１４年４月１日現在） 

法令・条例に基づく審議会等の数 ３７

女性委員ゼロ審議会等の数 ６

総委員数（人） ５７７

女性委員数（人） １１１

女性登用率 １９．２％ 

市の審議会での女性委員比率 30％を目標に「男女共同
参画推進本部会議」や「推進連絡会議」を通じて、全庁的
に審議会等への女性委員の登用促進を図る。 
 
各種審議会における女性の登用状況 

（平成１５年４月１日現在） 

法令・条例に基づく審議会等の数 ３７

女性委員ゼロ審議会等の数 ４

総委員数（人） ５７３

女性委員数（人） １２１

女性登用率 ２１．１％ 

全課 １８ 
市の審議会などへの女
性委員の登用推進 

審議会委員登用に関す
る要綱の作成 
（Ⅱ-１-①-１８-２）

市の附属機関等への女性委員の登用のための要綱を作
成した。 
平成１４年４月１日施行で、「春日井市附属機関等の設置
等に関する要綱」を策定し、６６機関を対象とした。要綱
の中で、「一の附属機関等における女性委員の割合は２
０％以上とし、３０％を目標とすること。」と規定した。 

より要綱の趣旨に沿った、附属機関等の設置及び運営に
努める。 
新たに設置される附属機関等については、要綱の対象と

すべきものであるかを検討し、要綱の趣旨の推進に努め、
平成15年４月１日現在で６７機関を対象とした。 

総務課 

 



 ２６

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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

１９ 
企業や各種団体におけ
る女性の参画促進 

企業や各種団体への女
性登用の啓発 
（Ⅱ-１-②-１９-１）

企業や各種団体において、女性の能力が正しく評価され
積極的な女性登用が進められるよう関係機関からのチラ
シなどを窓口において啓発した。 

企業や各種団体において、女性の能力が正しく評価され
積極的な女性登用が進められるよう関係機関からのチラ
シなどを窓口において啓発する。 

経済振興課 

２０ 
働く女性の能力活用セ
ミナーの開催 

能力活用セミナーの開
催 
（Ⅱ-１-②-２０-１）

パートタイム労働者の労働環境の改善や、パートタイム
労働者の雇用管理上の問題点などの改善のため開催した。 
パートタイム労働講座 

７月 ２３名参加（内女性 23名） 
 ９月 ２８名参加（内女性 24名） 

 １１月 ４２名参加（内女性 39名） 
パートタイム雇用管理セミナー 
 １１月 ４８名参加（内女性 16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 

パートタイム労働者の労働環境の改善や、パートタイム
労働者の雇用管理上の問題点などの改善のため開催する。
パートタイム労働講座 
  ７月 ３５名参加（内女性 33名） 
 １０月 ２９名参加（内女性 29名）  
パートタイム雇用管理セミナー 
 １１月 16名参加（内女性６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 

経済振興課 

 



 ２７

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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

男女共同参画社会の形成を進めていくうえで、委員会等
に女性の参画を拡充させ、まちづくりに女性の意見を活か
した。 
区・町内会・自治会長 ５５５人（２４人） 
春日井市コミュニティ推進地区団体 ２８人（５人） 
春日井市区長町内会長連合会 ２４人（１人） 
春日井まつり実行委員会 １４８人（１８人） 

 春日井市民納涼まつり実行委員会 ３４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、委員会等
に女性の参画を拡充させ、まちづくりに女性の意見を活か
す。 
区・町内会・自治会長 ５５３人（３２人） 
春日井市コミュニティ推進地区団体 ２８人（３人） 
春日井市区長町内会長連合会 ２４人（１人） 
春日井まつり実行委員会 １４８人（２０人） 
春日井市民納涼まつり実行委員会 ３４人（５人） 
春日井市民の誓い実践協議会 ２４人（５人） 

（  ）内は女性委員 

生活課 ２１ 
社会活動団体などにお
ける女性の参画促進と
啓発 

社会活動団体などでの
女性登用促進 
（Ⅱ-１-③-２１-１）

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
るよう条例の中間取りまとめの周知とともに啓発を行っ
た。 
・男女共同参画市民フォーラム実行委員会 10月22日 
春日井市ボランティア連絡協議会 始め１３団体 

・女性１万人スポーツの祭典実行委員会 10月24日 
春日井太極拳愛好会 始め１５団体 

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、啓発に努める。 
・開催日 ７月８日（火） 13:30～15:30 
テーマ 元気に向老学－豊かに老いるために 
講 師 日本向老学学会 事務局長 高橋ますみ氏 
開催場所 商工会議所内会議室 

 対 象  商工会議所女性会会員（32人） 
 

青少年女性課 

 



 ２８

④ 市における女性職員の登用促進 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

２２ 
女性職員の能力発揮の
推進 

女性職員の職域の拡大
（Ⅱ-１-④-２２-１）

男性職員を配置していた職域へ女性職員（行政職）の登
用に努めた。 
 新たな職域に課長補佐級１名、主査級３名の女性職員を
配置した。 
 課長補佐級 生活課副主幹 
 主査級   企画調整部（かすがい市民文化財団派遣）

主査 
       社会課社会担当主査 
       学校教育課学事担当主査 
 

男性職員を配置していた職域へ女性職員（行政職）の登
用に努めた。 
 新たな職域に課長級１名、課長補佐級２名、主査級６名
の女性職員を配置した。 
課長級   南部ふれあいセンター所長 

 課長補佐級 生活課長補佐 
       健康福祉部（社会福祉事業団派遣）副主幹
 主査級   人事課研修担当主査 
       坂下出張所主査 
       味美ふれあいセンター主査 
       医事課主査 
       学校給食センター栄養担当主査 
       議事課議事担当主査 

人事課 

２３ 
女性職員の管理職への
登用促進 

女性職員の管理職への
登用促進 
（Ⅱ-１-④-２３-１）

 指導的立場にある女性職員（行政職）の登用に努めた。 
 
 
 
 指導的立場にある女性職員（行政職）の登用状況 

（平成14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 ― 3 3 0％

課長級 ― 103 103 0％

補佐級 4 170 174 2.3％

主査級 26 258 284 9.2％

計 30 550 580 5.2％

 
職員総数 女性 男性 女性比率

1,051 203 848 19.3％ 

 指導的立場にある女性職員（行政職）の登用に努めた。
 平成15年４月１日付人事異動において、課長級ポスト
に女性を昇任させ、指導的立場にある女性職員（行政職）
の登用に努めた。 
 指導的立場にある女性職員（行政職）の登用状況 

（平成15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 1 0％

課長級 1 99 100 1.0％

補佐級 4 169 173 2.3％

主査級 26 261 287 9.1％

計 31 546 577 5.4％

 

職員総数 女性 男性 女性比率

1,040 202 838 19.4％ 

人事課 



 ２９

２４ 
管理職研修の充実 

管理職研修の実施 
（Ⅱ-１-④-２４-１）

 管理職に対し、ジェンダーに敏感な視点を持ち、社会の
構成員として男女があらゆる分野での活動に対等に参画
できるように「かすがい男女共同参画プラン」の理解と推
進を図るため、研修を実施した。（平成14年度より実施） 
男女共同参画研修 
対象 ： 部・次長、課長職及び出先機関の長 149名 
期日 ： 平成15年２月13日（木）（1.5時間） 
講師 ： 愛知淑徳大学 教授 石田好江氏 

 管理職に対し、「かすがい男女共同参画プラン」の理解
を深めるとともにジェンダーに敏感な視点を深め、男女共
同参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。 
男女共同参画研修 
対象 ： 課長補佐職 150名 
期日 ： 平成16年２月10日（火）（２時間を予定） 
講師 ： 愛知女子短期大学  講師  松田照美氏（予定）

 

人事課 
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 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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

企画力や指導力を向上させる講座を開催し、さまざまな
分野で活躍できる女性を育成する講座を開催した。 
（Ⅰ－１－②－４－２「ジェンダーに関する講座の開催」
の再掲） 

企画力や指導力を向上させる講座を開催し、さまざまな
分野で活躍できる女性を育成する講座を開催した。 
（Ⅰ－１－②－４－２「ジェンダーに関する講座の開催」
の再掲） 

青少年女性課 人材養成に関する講座
の開催 
（Ⅱ-２-①-２５-１）

・いきいきレディースセミナー ５回×２コース 
 実施日  ９／２６～１０／２４（各水曜日） 
・託児ボランティア研修 
 実施日  １／２２（水曜日） 
・託児ボランティア入門（２回） 
 実施日  ２／２７、３／６（木曜日） 

・いきいきレディースセミナー  ４回 
 実施日  ９／１０～１０／１（各水曜日）      
・働く男女の家庭介護  ６回 
 実施日  ９／６～１０／１１（各水曜日） 
・いきいきレディースセミナー ４回（予定） 
 ２／１９から３／１１（各木曜日） 
・託児ボランティア研修（２／２５予定） 

青少年女性セン
ター 

 女性のエンパワーメントの支援に寄与する図書の充実
を図った。 
（平成14年３月末現在） 
・図 書  ２，１６５冊 
・情報誌      ４誌 
・雑 誌      ５誌 
・平成１４年度購入図書 １３１冊 

 女性のエンパワーメントの支援に寄与する図書の充実
を図る。 
（平成15年12月末現在） 
・図 書  ２，３４６冊 
・情報誌      ５誌 
・雑 誌      ４誌 
・平成１５年度購入図書（12月末現在） ８２冊 

青少年女性セン
ター 

２５ 
女性の人材育成の推進
と情報提供 

図書の充実 
（Ⅱ-２-①-２５-２）

（平成14年度末現在） 
・蔵書数        ６５１，９４１冊 
・受入冊数        ２３，８０４冊 

（平成15年12月末現在） 
・蔵書数        ６６７，２０７冊 
・受入冊数        １９，４０７冊 

図書館 

講師などの人材情報の
提供 
（Ⅱ-２-①-２６-１）

市民が自主的に生涯学習に取り組めるよう、市のホーム
ページを通して講師、団体・サークル情報を提供した。 
（平成15年３月31日現在） 
登録講師数 ７５１人、登録団体数 ９０３団体 
 

市民が自主的に生涯学習に取り組めるよう、市のホーム
ページを通して講師、団体・サークル情報を提供する。 
（平成15年12月31日現在） 
登録講師数 ８３４人、登録団体数 ９１４団体 

生涯学習課 ２６ 
女性の自主的学習への
支援 

出前講座の活用 
（Ⅱ-２-①-２６-２）

春日井市の行政や施策について職員が出向いて話をする
出前講座のメニュー６５項目を挙げ、市民の自主的な学習
活動を支援した。 
 出前講座実施件数 ５９件、受講者数 ２,６７４人 

春日井市の行政や施策について職員が出向いて話をす
る出前講座のメニュー６５項目を挙げ、市民の自主的な学
習活動を支援する。 
 出前講座実施件数 ３４件、受講者数 １，３９３人 
（平成15年12月末まで） 

生涯学習課 
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職員研修の充実 
（Ⅱ-２-①-２７-１）

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。 
愛知県市町村振興協会研修センター 
・政策課題研究講座（９日間） 
財政部  市民税課主事 

・地方自治法講座（３日間） 
市民経済部  国保年金課主事 

・地方税（固定）講座 （４日間）  
財政部  資産税課主事 

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。 
愛知県市町村振興協会研修センター 
・政策課題研究講座（９日間） 
市民経済部 国保年金課主事 

・地方自治法講座（３日間） 
企画調整部  企画課主事 

・地方税（固定）講座 （４日間） 
財政部  資産税課主事 

・地方公務員法講座（３日間） 
 総務部 人事課主事補 
・財務会計講座（３日間） 
 財政部 財政課主事 

人事課 ２７ 
市の女性職員の人材育
成 

女性職員の自治大学校
などへの派遣 
（Ⅱ-２-①-２７-２）

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
ての人材を育成するため自治大学校等へ派遣した。 
・自治大学校第2部特別課程第7期 
平成14年８月19日～９月10日 
（東京都港区 自治大学校）総務部  人事課主任 

・市町村職員中央研修所「はばたけ女性リーダー」研修 
平成14年５月８日～15日 
（千葉県美浜区 市町村アカデミー） 

   企画調整部（かすがい市民文化財団派遣）主査 
・ＮＯＭＡ「地方自治体女性職員交流研究会」 
平成14年９月12日～13日 
（東京都千代田区  中央大学駿河台記念館） 
教育委員会  図書館サービス担当主査 

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
ての人材を育成するため自治大学校等へ派遣した。 
・自治大学校第1部・第2部特別課程第16期 
 平成15年９月17日～10月10日 
（東京都立川市 自治大学校）監査課主査 

・市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所共催
「はばたけ女性リーダー」研修 
平成15年７月８日～15日 
（滋賀県大津市  全国市町村国際文化研修所） 
健康福祉部  福祉課障害福祉担当主査 

・ＮＯＭＡ「地方自治体女性職員交流研究会」 
平成15年９月25日～26日 
（東京都千代田区  中央大学駿河台記念館） 

      市民経済部  市民課主査 

人事課 
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② 女性のネットワークの推進 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

２８ 
女性の人材情報の充実

人材リストの充実 
（Ⅱ-２-②-２８-１）

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。 

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る。 

青少年女性課 

女性団体会員の教養文化の向上、各種情報の交換と併せ
て団体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、女性の社会参加を促進した。 
・春日井市婦人会協議会  
・かすがい女性連盟  

女性団体会員の教養文化の向上、各種情報の交換と併せ
て団体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、女性の社会参加を促進する。 
・「継続して実施」 

青少年女性課 女性団体などへの活動
支援 
（Ⅱ-２-②-２９-１）

女性団体、グループなどの学習活動の支援を図った。 
 
・女性団体利用状況 ３，５０５件   ５４，４６０人 
・連絡室等利用状況 
 女性団体連絡室    ２７９件    ２，５３３人 
 消費生活団体連絡室  １４１件    １，８７７人 

女性団体、グループなどの学習活動の支援を図る。 
（12月末現在） 
・女性団体利用状況 ３，０８８件   ４９，３６０人
・連絡室利用状況 
女性団体連絡室    １８０件    １，７４３人
消費生活団体連絡室  １１０件    １，２３４人

青少年女性セン
ター 

２９ 
女性団体などへの支援

青少年女性センターの
活用促進 
（Ⅱ-２-②-２９-２）

女性団体などの活動拠点として、青少年女性センターの
活用促進を図った。 
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ヶ月前） 
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   １５８団体 

女性団体などの活動拠点として、青少年女性センターの
活用促進を図る。 
認定団体に対する便宜供与 
・「継続して実施」 
 
認定団体 
 女性団体   １５１団体（12月末現在） 
 

青少年女性セン
ター 

３０ 
女性団体の育成と交流
の推進 

女性団体の相互交流へ
の支援 
（Ⅱ-２-②-３０-１）

相互交流や活動発表を通じて、女性団体の活動支援を行
うとともに、先進地の女性団体との相互交流や情報交換も
推進し、育成と活性化を支援した。 
・事業名 愛知県男女共同参画社会支援事業 
主 催 愛知県 
開催日 ５月～１１月（１２回） 
参加者 春日井市婦人会協議会 （１人） 

・事業名 女性教育指導者研修会 
主 催 愛知県教育委員会 
開催日 ５月21日（火）～７月22日（月）（５回） 
参加者 春日井市婦人会協議会 （１人） 

・女性1万人スポーツの祭典（Ⅳ－２－③－９６－３参照） 
・その他 尾張えみの会主催行事を後援 

相互交流や活動発表を通じて、女性団体の活動支援を行
うとともに、先進地の女性団体との相互交流や情報交換も
推進し、育成と活性化を支援した。 
・事業名 愛知県男女共同参画社会支援事業 
主 催 愛知県 
開催日 ５月～１１月（１２回） 
参加者 ＭＷＯＹカトレア会（１人） 

・事業名 女性教育指導者研修会 
主 催 愛知県教育委員会 
開催日 ５月21日（水）～７月18日（金） 
参加者 春日井市婦人会協議会 （１人） 

・女性1万人スポーツの祭典（Ⅳ－２－③－９６－３参照）
・その他 尾張えみの会主催行事を後援 

青少年女性課 



 ３３

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。 
レディヤン祭の開催 
実施日  １２月１４日（土曜日） 

 参加者  ３，０９９人 
 内 容  ・「オペラで綴る法律のお話」 
       弁護士 大塚錥子 氏 他 

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。 
レディヤン祭の開催 
実施日  １２月１３日（土曜日） 

 参加者  ２，７３３人 
内 容  ・映画「ごめん」上映 他 

青少年女性セン
ター 
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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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

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カ国語に翻訳したパンフレットを作成し配付した。 
・従前に作成したものを継続して配付した。 
 

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カ国語に翻訳したパンフレットを作成し配付す
る。 
・「継続して実施」 

生活課 

実績なし 実績なし 児童課 

春日井在住の外国人に対し、妊産婦・乳幼児の健康管理
のために、申請をうけて母語の母子手帳を購入し配付し
た。 
配付数 
英 語    １８冊    タガログ語 １９冊 
ポルトガル語  ７冊    中国語    １冊 
スペイン語   １冊    その他    ３冊 

春日井在住の外国人に対し、妊産婦・乳幼児の健康管理
のために、申請をうけて母語の母子手帳を購入し配付す
る。 
・「継続して実施」  
 

健康まもる課 

外国語による生活ガイ
ドブックの作成 
（Ⅱ-２-②-３１-１）

外国人へのごみ、資源に対する啓発のパンフレットを作
成した。 
・名 称  「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  ごみ・資源の出し方、分け方  

３カ国語（英語、中国語、ポルトガル語） 
・発行部数 各語 ３，０００部 
・配付先  市内公共施設 

外国人へのごみ、資源に対する啓発のパンフレットを作
成した。 
・「継続して実施」 
 
※ スペイン語を追加 

ごみ減量推進課 

３１ 
在住外国人への支援 

外国人のための相談 
（Ⅱ-２-②-３１-２）

実績なし 外国人住民に対し、行政サービスなどの制度や仕組みを
わかりやすく説明する。（平成15年度より実施） 
（平成15年５～12月末現在） 
・毎週水曜日８時３０分～１７時まで（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 ９２件 

企画課 

３２ 
国際協調のための交流

女性団体などへの活動
支援 
（Ⅱ-２-②-３２-１）

日本に来て日の浅い外国人に対して、日本で生活する上
で役立つように外国人のための日本語講座として実施し
た。 
・講座名  外国人のための日本語講座 
・開催日  ５月12日～平成15年２月23日 

（２７回講座）、日曜日午前 
・受講者  延べ６０９人 

日本に来て日の浅い外国人に対して、日本で生活する上
で役立つように外国人のための日本語講座として実施す
る。 
・講座名  外国人のための日本語講座 
・開催日  ５月～平成16年２月（２０回講座） 
 

中央公民館 
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実績なし ・講座名  外国人のための日本語講座 
・開催日  ５月～平成１６年２月（２０回講座） 
 

東部市民 
センター 

外国の伝統文化などの
発表会の開催 
（Ⅱ-２-③-３２-２）

マレーシアと春日井市の合唱団が共同でコンサートを
行うことで、音楽を通じたマレーシアとの交流を図るため
に開催した。 
・日 時 平成１４年４月７日（日） １４：００～ 
・会 場 文化フォーラム春日井・文芸館 

交流アトリウム  
・入場料 無料 
・出演者 ペナン州シンフォニー合唱団（マレーシア） 
     女声合唱団「沙羅」 

（春日井市民音楽連盟加盟団体） 
コーロ・フィオーレ 
（春日井市民音楽連盟加盟団体） 

・入場者 ３００人 

ノルウェーを代表する若手現代音楽アンサンブル「ＰＯ
ＩＮＧ」を迎え、北欧音楽やジャズを紹介した。 
・日 時 平成１５年５月１８日（日） １４：００～ 
・会 場 文化フォーラム春日井・文芸館 

視聴覚ホール 
・入場料 １，０００円（全席自由） 
・出演者 ＰＯＩＮＧ 

ロルフ＝エリック・ニィストローム 
（サクソフォーン） 

   フローデ・ハルトリ（アコーディオン） 
   ホーコン・テリン （コントラバス） 

・入場者 ６７人 
・後 援 ノルウェー王国大使館 
・協 賛 アサヒビール株式会社 

文化課 
（かすがい市民
文化財団） 

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）

 外国人との交流による異文化理解を促進するため、ホス
トファミリー、ボランティア通訳等の登録を随時行った。 

 外国人との交流による異文化理解を促進するため、ホス
トファミリー、ボランティア通訳等の登録を随時行う。 

企画課 

３３ 
海外の女性団体との交
流の推進 

海外の女性団体との交
流推進 
（Ⅱ-２-③-３３-１）

ケローナ姉妹都市協会と連携・協力し、ケローナ市から
の青年大使との交流、市内中学生のケローナ市への派遣等
を通し、地域レベルの国際交流を推進した。 
①【青少年派遣】8月中旬に団長、副団長、中学生８人 
（男４人、女４人）をケローナ市に派遣。ケローナでの
ホームステイ家族や日程等の調整はケローナ姉妹都市
協会に依頼。 

②【青年大使等受入れ】姉妹都市ケローナから青年大使（レ
ディ・オブ・ザ・レイク及びケローナ・プリンセス）及
びＢＣ州のソープ大臣を 10 月の春日井まつり時に受
入。 

姉妹都市ケローナ市からの公式訪問団の受入、ケローナ姉
妹都市協会との連携・協力をもとに市内中学生のケローナ
市への派遣などを通し、地域レベルの国際交流を推進す
る。（12月末現在） 
①【青少年派遣】団長、副団長、中学生７人（男４人、 
女３人）を８月中旬にケローナ市に派遣。 

②【公式訪問団受入れ】ケローナ市からケローナ市長、ケ
ローナ姉妹都市協会長などから構成される訪問団 

（１１名）を１０月の春日井まつり時に受入。 

企画課 

 



 ３６

  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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

３４ 
総合相談窓口の充実 

女性に関する相談窓口
の充実 
（Ⅱ-２-④-３４-１）

女性のさまざまな悩みに対応するための相談相談窓口
の充実を図った。 
 

（平成14年４月～平成15年３月末） 

名 称 件数（内ＤＶ）

女性相談（毎週火曜日） １７８（４１）

家庭相談（毎週木曜日） １２６（５）

女性専門相談〈新設〉 
法律相談（第１・３土曜日） ７２（１）

こころの相談（第２・４土曜日） ２９（０） 

女性のさまざまな悩みに対応するための相談相談窓口
の充実を図る。 
 

（平成15年４月～12月末現在） 

名 称 件数（内ＤＶ）

女性相談（毎週火曜日） １４４（３０）

家庭相談（毎週木曜日） ８２（１）

女性専門相談 
法律相談（第１・３土曜日） ５８（１）

こころの相談（第２・４土曜日） ２４（４）

男女人権相談〈新設〉 
（毎週水・金曜日）4月23日より

８１（２１）
 

青少年女性セン
ター 

 



 ３７

目標Ⅲ 家庭生活における男女共同参画の促進 

 課題１ 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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

３５ 
家庭における男女共同
参画の啓発 

家庭における男女共同
参画の啓発 
（Ⅲ-１-①-３５-１）

家事・育児・介護などにおける固定的な役割分担意識を
払しょくし、男女が等しく家庭生活に参加するよう、情報
紙「はるか」やホームページによる啓発を行った。 
（Ⅰ－１－①－１－１「女性情報紙（はるか）の発行」の
再掲） 

（Ⅰ－１－④－８－２「ホームページによる情報の収集・
提供」の再掲） 

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「はるか」、小中学生向け条例普及・啓発パ
ンフレット、ホームページ等による啓発を行う。 
・講座名 男女共同参画セミナー 
・開催日 平成16年２月23日（月） 
・テーマ 子育てにおける父親の役割、母親の役割 
     －子どもたちのＳＯＳが聞こえますか？－ 
・講 師 愛知淑徳大学ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝ学部教授 江口昇勇氏
・対 象 岩成台中学校区生徒指導連絡協議会会員 他 
・開催場所 岩成台中学校体育館 
（Ⅰ－１－①－１－１「男女共同参画情報紙（はるか）の
発行」の再掲） 

（Ⅰ－１－②－４－１「啓発資料の作成・提供」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） 

（Ⅰ－１－④－８－２「ホームページによる情報の収集・
提供」の再掲） 

青少年女性課 

３６ 
男女が共に参加する家
事、育児、介護講座の
開催 

男性の家事に関する講
座の開催 
（Ⅲ-１-①-３６-１）

家事・育児・介護など男性の家庭生活への参加を促進す
るような講座を開催した。 
（Ⅰ－２－①－９－１「家庭教育に関する講座の開催」の
再掲） 

家事・育児・介護など男性の家庭生活への参加を促進す
るような講座を開催する。 
（Ⅰ－２－①－９－１「家庭教育に関する講座の開催」の
再掲） 

青少年女性セン
ター 



 ３８

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
開催などを通して、男性の家庭生活への参加を促進した。 
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１２回（１回３クール） 
参加者数 ９７１人（内 夫１２１人） 
内 容  妊娠・出産に関る手続き、妊娠中の注意、妊

婦体操、栄養指導 
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 ３３６組 ６７２人 
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 

男女が共に参加するよう身近で生活に密着した講座の
開催などを通して、男性の家庭生活への参加を促進する。
 
・「継続して実施」 
 

健康まもる課 

育児講座の開催 
（Ⅲ-１-①-３６-３）

男女が共に参加するよう身近で生活に密着した講座の
開催などを通して、男性の家庭生活への参加を促進した。 
・育児講座（保護者の育児知識を高めるため、学ぶ機会を
提供する。） 
平成15年２月13日 絵本の楽しみ方（３０組） 

 

男女が共に参加するよう身近で生活に密着した講座の
開催などを通して、男性の家庭生活への参加を促進する。
・育児講座（保護者の育児知識を高めるため、学ぶ機会を
提供する。） 
平成15年７月１日  食事について（３０組） 
平成15年11月12日 親子で遊ぼう（３０組） 
平成16年３月９日  絵本の楽しみ方（予定） 

子育て子育ち総
合支援館 

 

  ② 家族と過ごす時間の確保 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

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、フ
レックスタイム制導入
への啓発 
（Ⅲ-１-②-３７-１）

男女が共に豊かでゆとりある家庭生活と職業を両立で
きるよう、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などを窓口において啓発
した。 

男女が共に豊かでゆとりある家庭生活と職業を両立で
きるよう、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などを窓口において啓発
する。 

経済振興課 

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）

実績なし 実績なし 経済振興課 

 



 ３９

 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 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

ファミリー・サポー
ト・センターの充実 
（Ⅲ-２-①-３９-１）

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とともに、市民の相互
援助活動を支援した。 
平成１４年度 ３０８日 
会員数 ７２３人 
サポート件数 １，５１１件 
交流会 ４回  ９０人参加 
講習会 ４回 １７０人参加 
（平成14年11月12日 青少年女性課より所管替え） 

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とともに、市民の相互
援助活動を支援する。 
平成１５年度（12月末現在）２３５日 
会員数 ７５３人 
サポート件数 １，３１５件 
交流会 ３回（予定） 38人参加 
講習会 ４回（予定） 92人参加 
 

子育て子育ち総
合支援館 

３９ 
子育て支援の推進 

子育て支援センターの
充実 
（Ⅲ-２-①-３９-２）

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。 
春日井市子育て支援センター 
 年間利用者数 １７，２１４人 
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、保育所地域活動事業との連携 

神屋子育て支援センター 
 年間利用者数 ８，１５８人 
育児相談、親子教室（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、
保育所地域活動事業との連携 

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。 
春日井市子育て支援センター 
 年間利用者数（12月末現在）１２，９７３人 
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、保育所地域活動事業との連携 

神屋子育て支援センター 
 年間利用者数（12月末現在） ６，２２７人 
育児相談、親子教室（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
育所地域活動事業との連携 

児童課 

４０ 
保育施設の機能の強化

乳児保育、障害児保育
の充実 
（Ⅲ-２-①-４０-１）

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。 
・乳児保育（０歳児）27保育園 
平成14年度年間延べ入所児童数 １，２１１人 

・障害児保育 
６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） 
平成15年３月１日入所児童数 ５２人 

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。 
・乳児保育（０歳児） 27保育園 
平成15年12月31日延べ入所児童数 ９０１人 

・障害児保育 
 ６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）
平成15年12月31日入所児童数  ５２人 

児童課 



 ４０

一時保育、延長保育、
病児保育の充実 
（Ⅲ-２-①-４０-２）

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った。 
・一時保育 
 白山保育園 年間延べ利用児童数  １，９６１人 
 神屋保育園     〃      １，１３５人 
春日井保育園    〃        ３７４人 
子育て子育ち総合支援館  〃     ７５６人 
（支援館は平成14年12月から平成15年３月まで） 

・延長保育（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） 

平成１４年度年間延べ利用児童数  ５８２人 
・病児保育（勝川医院）  
平成１４年度 
年間延べ利用児童数  ２３７人 

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。 
（12月末現在） 
  ･一時保育  
白山保育園 平成15年度年間延べ利用児童数９６０人

 神屋保育園        〃      ８１８人 
 子育て子育ち総合支援館  〃     ２，２４６人
・延長保育（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） 

平成15年度年間延べ利用児童数 ５６３人 
・病児保育（勝川医院）  
平成15年度年間延べ利用児童数 ２７７人 

児童課 

低年齢児受入の拡大 
（Ⅲ-２-①-４０-３）

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。 
 
・１歳児保育 ３４保育園  
平成１４年度年間延べ入所児童数 ３，７４８人 

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。 
（12月末現在） 
・１歳児保育 ３４保育園  
平成１５年度年間延べ入所児童数 ３，１１４人 

児童課 

児童館、児童センター
の充実 
（Ⅲ-２-①-４１-１）

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した。 
○交通児童遊園 
開館日数３０７日 来園者 延べ８７，３１１人 

・おいでよ交通児童遊園 
 ５月３日～５月６日 模型機関車運転、映画 等 
参加者 １，８４０人 

・交通児童遊園フェア 11月９日 
 参加者 １，５３０人 
モンキースライダー、ちびっ子ランド、おもしろ自転車、
ミニ白バイ・パトカー展示、シートベルト衝撃体験等 

○児童センター 
 開館日数３０７日 来所者 延べ７６，１６９人 
子ども陶芸教室、星座教室、バドミントン教室、こども
エアロビクス、幼児体操教室等 

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。 
○交通児童遊園（12月末現在） 
開館日数２３４日 来園者 延べ７６，２６５人 

・おいでよ交通児童遊園（蒸気機関車設置30周年） 
平成15年５月25日 来園者 １，４００人 

・交通児童遊園フェア 平成15年11月１日 
 参加者 ２，０５０人 
・移動児童館の充実 
○児童センター（12月末現在） 
 会館日数２３４日 来所者 延べ５４，１５４人 
子ども陶芸教室、星座教室、バドミントン教室、こども
エアロビクス、幼児のびのび教室（名称変更）等 
 

児童課 ４１ 
放課後児童健全育成の
推進 

民間児童クラブへの支
援 
（Ⅲ-２-①-４１-２）

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
育成を図るため支援した。 
・児童クラブ１２か所 
・児童コミュニティクラブ １か所 

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
育成を図るため支援する。 
・児童クラブ１２か所 
・児童コミュニティクラブ １か所 

児童課 



 ４１

障害児のための施設整
備の検討 
（Ⅲ-２-①-４１-３）

実績なし 実績なし 
※施設利用者は、小学校に通っている児童が対象となるた
め、学校の障害児の受け入れ状況を踏まえて検討する。

児童課 

託児ボランティアの養
成講座の開催 
（Ⅲ-２-①-４２-１）

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した。 
・託児ボランティア研修 
実施日   １／２２（水曜日） 
参加者   ２４人 

・託児ボランティア入門 
実施日   ２／２７、３／６（各木曜日） 
参加者   ７人 

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 ２／２５（水）予定 
 

青少年女性セン
ター 

子育て支援グループリ
ーダーの養成講座の開
催 
（Ⅲ-２-①-４２-２）

身近な地域での子育てに対する援助活動を進めるため
の講座を開催した。 
子育て支援グループリーダー養成講座 
実施日 ６月７日～７月12日 10時～11時30分 
参加者 21人 
内 容 「乳幼児期の特徴と託児の心」 

     「子どもの事故の応急処置」 
     「子育てサロン」の見学実習 
     「遊びの指導」 
     「楽しい教材研究」 
     「絵本の選び方、読み方」 

身近な地域での子育てに対する援助活動を進めるため
の講座を開催した。 
子育て支援グループリーダー養成講座 
実施日 ６月13日～７月17日 10時～11時30分 
参加者 28人 
内 容 「乳幼児期の特徴と託児の心」 

     「子どもの事故の応急処置」 
     「ふれあい広場」の見学実習 
     「遊びの指導」 
     「絵本の選び方、読み方」 

「ボランティア活動について」 

子育て子育ち総
合支援館 

４２ 
託児ボランティアの養
成と人材活用 

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、また、子どもが利用しやすい託児環境の整備に努
めた。 

・「継続して実施」 ふれあい 
センター 
公民館 

 



 ４２

② 育児相談・情報提供体制の充実 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

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。 
・藤山台保育園（火・木曜日 10時～16時）３１人 
・児童センター（水曜日 ９時～16時）  ５７人 

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る。（12月末現在） 
・藤山台保育園（火・木曜日 10時～16時）２６人 
・児童センター（水曜日 ９時～16時）  ３８人 

児童課 育児相談の充実 
（Ⅲ-２-②-４３-１）

・子育て子育ち総合支援館育児相談（電話・面接） 
１１０件 １６８人（平成14年11月12日開始） 

・子育て子育ち総合支援館育児相談（電話・面接） 
 １９２件 ２８８人（12月31日現在） 

子育て子育ち総
合支援館 

子育て支援センターに
おける相談機能の充実
（Ⅲ-２-②-４３-２）

・春日井市子育て支援センター 
電話相談 月曜日～金曜日 ９時～１６時 ３２８人 
面接相談 月曜日～金曜日 ９時～１６時 ２５２人 

・神屋子育て支援センター 
電話相談 月曜日～金曜日（水曜日を除く） 

 ９時～１６時  ４２人 
面接相談 水曜日     ９時～１６時  ４３人 

・春日井市子育て支援センター 
電話相談 月曜日～金曜日 ９時～１６時 １７７人 
面接相談 月曜日～金曜日 ９時～１６時 １３５人 

・神屋子育て支援センター 
電話相談 月曜日～金曜日（水曜日を除く） 

 ９時～１６時  ２８人 
面接相談 水曜日     ９時～１６時  ３９人 

児童課 

４３ 
育児相談の充実 

乳幼児健康相談の充実
（Ⅲ-２-②-４３-３）

・乳幼児相談 
年２４回実施 ９７５人（相談２１１人、計測７６４人） 

・歯の教室 年２４回実施 ２６８人 

・「継続して実施」 健康まもる課 

 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 5,020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 500部制作 

機関誌の発行や広報、ホームページを活用し、育児・子
育てに関する情報提供を行う。 
 
・「継続して実施」 
 

児童課 育児、子育て情報の提
供 
（Ⅲ-２-②-４４-１）

・子育て子育ち総合支援館「ほほえみ」 
 年４回発行 2,000部制作 

・「継続して実施」 子育て子育ち総
合支援館 

４４ 
男女が共に参加する家
事、育児、介護講座の
開催 

ネットワークづくりの
推進 
（Ⅲ-２-②-４４-２）

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４回実施（６／27、８／28、10／25、１／22） 

・子育て教室 月１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
ケースに応じた対応がとれるよう連携を密にする。 
・子育てネットワーク会議 
年２回実施（８／24、10／23） 

・子育て教室 月１回実施 

子育て子育ち総
合支援館 

４５ 
保健指導の充実 

育児など保健指導の充
実 
（Ⅲ-２-②-４５-１）

妊娠、出産、育児に不安をもつ妊産婦などへの保健指導
を充実し、母子保健の向上に努めた。 
（Ⅲ－１－①－３６－２「パパママ教室、介護教室の開催」の再掲） 

（Ⅲ－２－②－４３－３「乳幼児健康相談の充実」の再掲） 

妊娠、出産、育児に不安をもつ妊産婦などへの保健指導
を充実し、母子保健の向上に努める。 
 
・「継続して実施」 

健康まもる課 

 



 ４３

 課題３ 介護を社会的に支える環境づくり 

  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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

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 

介護保険制度への理解
と利用促進 
（Ⅲ-３-①-４６-１）

要介護認定事務のＰＲ及び審査判定の迅速、公平、正確
性を進めるとともに、要介護状態の軽い段階での介護サー
ビスの適正利用により、寝たきり等の予防と在宅での生活
ができるよう支援した。 
①要介護認定申請件数          ８，１２９件 
②要介護認定者             ５，４００人 
  〃   のうち要支援の人数     ６４０人 

   〃   のうち要介護１の人数  １，５７１人 
   〃   のうち要介護２の人数  １，０４０人 
   〃   のうち要介護３の人数    ７５５人 
   〃   のうち要介護４の人数    ７４４人 
   〃   のうち要介護５の人数    ６５０人 
③サービス利用者            ３，８９２人 
④認定者対利用者割合（③／②）      約 ７２％ 

要介護認定事務のＰＲ及び審査判定の迅速、公平、正確
性を進めるとともに、要介護状態の軽い段階での介護サー
ビスの適正利用により、寝たきり等の予防と在宅での生活
ができるよう支援する。 
（平成15年12月31日現在） 
①要介護認定申請件数          ６，９２２件
②要介護認定者             ６，２０８件
   〃  のうち要支援の人数      ７３３人 
   〃  のうち要介護１の人数   ２，０２５人 
   〃  のうち要介護２の人数   １，０２５人 
   〃  のうち要介護３の人数     ８４６人 
   〃  のうち要介護４の人数     ８３８人 
   〃  のうち要介護５の人数     ７４１人 
③サービス利用者            ４，６２５人
④認定者対利用者割合（③／②）      約 ７５％

介護保険課 



 ４４

介護予防サービスの充
実 
（Ⅲ-３-①-４６-２）

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
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よ
り、社会参加の促進、社会的孤立感の解消、自立生活の確保及び
要援護高齢者等の居室等の改良を希望する者に対し、住宅改修の
相談・助言、住宅改修費の助成を行った。 
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 
(2) 延べ利用者 3,887人 
２ ふれあいミニデイサービス  
(1) 開催ヶ所 ４ヵ所  
(2) 延べ利用者 1,110人 

３ 高齢者等住宅改修相談 
(1) 相談件数 61件 
４ 高齢者住宅改修費の助成 
(1) 助成件数 640件（自立者323件、認定者317件） 
 

 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
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よ
り、社会参加の促進、社会的孤立感の解消、自立生活の確保及び
要援護高齢者等の居室等の改良を希望する者に対し、住宅改修の
相談・助言、住宅改修費の助成を行う。 
 また、食の自立支援の観点からアセスメントを行い、食事提供
に関連するサービスの利用調整を行う。（15年12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 
(2) 利用料 １回につき手数料450円と食事代などの実費 
(3) 延べ利用者 3,043人 

２ ふれあいミニデイサービス 
(1) 開催ヶ所 ５ヵ所 
(2) 利用料 食事代などの実費 
(3) 延べ利用者 1,022人 

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４木曜日 

午前10時～午後４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 24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が住む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30万円（介護保険

の要介護・要支援と認定された方の住宅の限度額は12万円）
(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 591件（自立者325件、認者266件） 

５ 食の自立支援サービス 
(1)  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 
(2) 費用 1食 300円 
(3) 利用世帯 541世帯 
(4) 利用者 646人 
(5) 延べ配食数 52,337食 

 

介護保険課 

高齢者の参加型機能訓
練の実施 
（Ⅲ-３-①-４６-３）

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。  
Ｂ型機能訓練教室 
 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及び季節の諸行事等を実施 
 実施地区 牛山地区、神領地区、藤山台地区の３地区 
 参加延人数 ６６１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 

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。  
 
・「継続して実施」 

健康まもる課 



 ４５

４７ 
生活支援サービスの推
進 

生活支援サービスの充
実 
（Ⅲ-３-①-４７-１）

 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
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を
支援した。 
１ 高齢者生活支援ホームヘルプサービス 
(1) 利用世帯 88世帯  
(2) 延べ回数 5,701回 
(3) 延べ派遣時間 10,921.5時間 

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34人②延べ日数164日 
 (2) 生活管理指導 ①延べ人数８人 ②延べ日数 59日 
３ 高齢者訪問入浴サービス 
(1) 登録者 12人 
(2) 延べ利用者 69人 

４ 高齢者給食サービス 
(1) 利用世帯数 497世帯 
(2) 利用者 586人 
(3) 延べ配食数 62,522食 

５ 高齢者日常生活用具給付・貸与 
(1) 電磁調理器 29台 
(2) 電子調理器 5台 
(3) 自動消火器 7台 
(4) 福祉電話 7台（総設置台数 56台） 

６ 高齢者寝具乾燥交換サービス 
(1) 布団乾燥 175枚 
(2) 毛布乾燥 118枚 
(3) 寝具交換 543回 

７ 訪問理美容サービス 
(1) 延べ利用者 8,342人 
（理容 5,383人、美容 2,959人） 

８ 健康診断書料助成 
(1) 助成件数 134件 
（福祉サービス 27件、介護サービス 107件） 

９ 緊急通報システム設置 
(1) 設置台数 161台（総設置台数 653台） 

10 介護福祉特別給付金 
(1) 受給者 1,132人 

11 生活支援特別給付金 
(1) 受給者 １人 

12 福祉電話事業 
(1) 利用者 30人 

13 友愛電話訪問 
 (1) 利用者 25人 

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
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を
支援する。 
（平成15年12月31日現在） 
１ 高齢者生活支援ホームヘルプサービス 
(1) 利用世帯 96世帯 
(2) 延べ回数 4,231回 
(3) 延べ派遣時間 8,114.5時間  

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11人②延べ日数39日 
(2) 生活管理指導 ①延べ人数６人②延べ日数 35日 

３ 高齢者訪問入浴サービス 
(1) 登録者 20人 
(2) 延べ利用者 64人 

４ 高齢者日常生活用具給付・貸与 
(1) 電磁調理器 30台 
(2) 電子調理器 １台 
(3) 自動消火器 ５台 
(4) 福祉電話 4台（総設置台数 55台） 

５ 高齢者寝具乾燥交換サービス 
(1) 布団乾燥 123枚  
(2) 毛布乾燥 90枚  
(3) 寝具交換 439回 

６ 訪問理美容サービス 
(1) 延べ利用者 6,885人 
 （理容 4,268人、美容 2,617人） 

７ 健康診断書料助成 
(1) 助成件数 153件 
（福祉サービス 13件、介護サービス 140件） 

８ 緊急通報システム設置 
(1) 設置台数 203台（総設置台数 812台） 

９ 介護福祉特別給付金 
 (1)受給者 1,349人 
10 生活支援特別給付金 
 (1)受給者  ９人 
11  福祉電話事業 
(1)利用者 31人 

12 友愛電話訪問 
 (1)利用者 24人 

介護保険課 



 ４６

４８ 
家族介護支援サービス
の推進 

家族介護支援サービス
の充実 
（Ⅲ-３-①-４８-１）

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
を図った。 
１ 介護リフレッシュショートステイ 
 (1)延べ利用者 58人 (2)延べ利用日数 173日 
２ 徘徊高齢者家族支援サービス 
 (1)利用者 12人 
３ リフレッシュ手当 
 (1)支給者 2,944人 
４ 家族介護者慰労金 
 (1)支給者 1人 

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15年12月31日現在） 
１ 介護リフレッシュショートステイ 
 (1)延べ利用者 40人 (2)延べ利用日数 109日 
２ 徘徊高齢者家族支援サービス 
 (1)利用者 13人 
３ リフレッシュ手当 
 (1)支給者 3,468人 
４ 家族介護者慰労金 
 (1)支給者 １人 

介護保険課 

 



 ４７

  ② 介護を担う人材の育成と確保 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

介護サービス職員の資
質向上の支援 
（Ⅲ-３-②-４９-１）

「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
供を行った。 
 
市主催の講習会を５回開催 
６月20日､８月９日、９月13日、10月3日、2月20日 
参加延べ人数600人 
※ 事業者連絡会等主催：研修会等 ５回 

「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。 
（平成15年12月31日現在） 
市主催の講習会を４回開催（予定６回） 
５月14日､７月16日、11月19日、12月17日 
（2月18日、３月17日予定） 
参加延べ人数 370人（570人予定） 

※ 事業者連絡会等主催 ５回（予定６回） 

介護保険課 ４９ 
介護サービス職員の資
質向上への支援と意識
啓発 

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）

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」の再掲） 

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。 
・「継続して実施」 

介護保険課 

５０ 
家族介護者の介護力の
向上 

ハートフルケアセミナ
ーの開催 
（Ⅲ-３-②-５０-１）

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、在宅福祉の向上を図った。 
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）） 
・第１回（６月、３日間）  
会場：知多公民館 受講者数：３４人 

・第２回（１１～１２月、３日間）  
会場：坂下公民館 受講者数：２４人 

・第３回（１月、３日間） 
 会場：西部ふれあいセンター 受講者数：３０人 

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、在宅福祉の向上を図る。 
（予定）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）） 

・第１回（５月、３日間） 
 会場：南部ふれあいセンター 受講者数：２４人 
・第２回（１２月、３日間） 
 会場：総合体育館 受講定員：４４人 
・第３回（１～２月、３日間） 
会場：保健センター 受講定員：４０人 

福祉課 



 ４８

福祉のつどいの開催 
（Ⅲ-３-②-５１-１）

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 進み、市民相互のふれあい交流が一層求められる中で
「21 世紀！私たち一人ひとりが主役です」をテーマに第
22回福祉のつどいを開催した。 
福祉関係団体による模擬店、一坪販売、作品展、シルバー
疑似体験コーナー、点字コーナー、身体障害者相談などを
実施 
・ 開催日時  平成14年9月8日(日)  
 午前9時30分～午後3時 

・参加者   16,000人 

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 進み、市民相互のふれあい交流が一層求められる中で
「21 世紀！私たち一人ひとりが主役です」をテーマに第
23回福祉のつどいを開催した。 
福祉関係団体による模擬店、一坪販売、シルバー疑似体験
コーナー、点字コーナー、健康が一番、障害者用パソコン
体験ITバス、身体障害者相談などを実施。                 
・開催日時  平成15年9月21日(日)  
午前9時30分～午後3時 

・参加者  11,000人 

福祉課 ５１ 
家族介護者交流事業の
推進 

家族介護者交流事業の
充実 
（Ⅲ-３-②-５１-２）

介護者の心身の疲労軽減と良好な家族関係の継続を支
援するため、情報交換の機会を提供した。 
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。 
開催日（３回）12月８日、14日、１月11日 
参加者 ５０４人 

介護者の心身の疲労軽減と良好な家族関係の継続を支
援するため、情報交換の機会を提供する。 
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する。 
開催日（３回）１月10日、17日、25日（予定） 
参加者 ６００人 

介護保険課 

社会福祉協議会との連携の下に福祉協力校を指定し、児
童、生徒の福祉意識の向上に努めた。 
福祉実践教室の実施 
・ 県社協指定６校（味美小、南城中、白山小、岩成台中、
牛山小、味美中） 

・市社協指定４校（松原小、坂下中、山王小、中部中） 
〃  ２園（第二保育園、瑞雲保育園） 

社会福祉協議会との連携の下に福祉協力校を指定し、児
童、生徒の福祉意識の向上に努める。 
福祉実践教室の実施 
・県社協指定４校（白山小、岩成台中、牛山小、味美中）
・市社協指定２校（山王小、中部中） 

〃  ２園（第二保育園、瑞雲保育園） 

福祉課 ５２ 
福祉教育の充実 

福祉協力校による福祉
教育の充実 
（Ⅲ-３-②-５２-１）

福祉実践教室の実施（同上） 
※各小中学校で、「総合的な学習の時間」等の中で、福祉
に焦点を当てた実践が行った。 

福祉実践教室の実施（同上） 
※各小中学校で、「総合的な学習の時間」等の中で、福祉
に焦点を当てた実践を行う。 

学校教育課 

 



 ４９

  ③ 介護相談・情報提供体制の充実 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

高齢者福祉総合相談窓
口の充実 
（Ⅲ-３-③-５３-１）

在宅介護支援センター運営事業 
 在宅の要援護高齢者もしくは要援護となるおそれのあ
る高齢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・
福祉サービス等が、総合的に受けられるよう便宜を供与
し、福祉の向上を図った。 
１ 事業内容 
(1)介護サービスの利用方法や保健・福祉サービスの紹

介・申請の手続きの代行を行う。 
(2)介護保険についての相談・説明を行う。 
(3)各種保健・福祉サービスの利用をめぐる苦情を受け

とめ、その解決のための調整を行う。 
(4)地域型在宅介護支援センターにおいて、高齢者実態

把握調査を行う。 
２ 相談件数        17,408件       
３ 高齢者実態把握調査    2,818件 

在宅介護支援センター運営事業 
 在宅の要援護高齢者もしくは要援護となるおそれのあ
る高齢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・
福祉サービス等が、総合的に受けられるよう便宜を供与
し、福祉の向上を図る。 
 
※平成15年度から高齢者実態把握調査を通じて把握した
要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、介護予防
プランを作成することとした。 

 
１ 相談件数 １４，２１１件 
２ 高齢者実態把握調査 ３，６０５件 
３ 介護予防プラン ２０８件 
 

介護保険課 ５３ 
連絡相談体制の強化 

介護相談員派遣事業の
充実 
（Ⅲ-３-③-５３-２）

「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な役割を担ってい
る。このため、介護相談委員による相談事業(本庁で月 2
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。 
 

 介護相談委員相談業務 21回 
 介護相談員派遣事業  ８か所159回 

「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な役割を担ってい
る。このため、介護相談委員による相談事業(本庁で月 2
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。 
（平成15年12月31日現在） 
介護相談委員相談業務 14回 
介護相談員派遣事業  ８か所144回 

※平成15年度から派遣先は８ヶ所から12ヶ所とする予定

介護保険課 

５４ 
介護サービスなど情報
の提供 

インターネットや冊子
による情報提供 
（Ⅲ-３-③-５４-１）

「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った。 
(1)かすがい・かいごねっと・・アクセス件数24,131件 
(2)平成14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 
(3)介護保険説明会・・21回（760人）  

「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。（平成15年12月31日現在） 
(1)かすがい・かいごねっと・・アクセス件数24,400件 
(2)平成15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 
(3)介護保険説明会・・16回（410人） 

介護保険課 

 



 ５０

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 

(2) 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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

男女が共に参画する地
域活動への啓発 
（Ⅳ-１-①-５５-１）

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すべての人が町内
会等地域活動団体に加入を呼びかける啓発チラシを配付
した。 
平成13年度に印刷したものを継続して配付した。 

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すべての人が町内
会等地域活動団体に加入を呼びかける啓発チラシを配付
する。 
 
・「継続して実施」 

生活課 ５５ 
男女共同参画による地
域活動への理解とネッ
トワークづくり 

地域活動のネットワー
クづくりへの支援 
（Ⅳ-１-①-５５-２）

男女が共に地域を支える一員としての自覚を持ち、男女
共同参画社会形成の視点に立った地域活動のネットワー
クづくりを支援した。 
・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 

男女が共に地域を支える一員としての自覚を持ち、男女
共同参画社会形成の視点に立った地域活動のネットワー
クづくりを支援する。 
・「継続して実施」 

生活課 

地域行事やふれあい交
流事業の促進 
（Ⅳ-１-①-５６-１）

男女を問わず誰もが気軽に参加できる地域の行事への
参画を促進した。 
・コミュニティ保険に加入 申請件数 ３２件 
・盆踊り実施事業費を補助 補助団体 ８２団体 

男女を問わず誰もが気軽に参加できる地域の行事への
参画を促進する。 
（平成15年12月31日現在） 
・コミュニティ保険に加入 申請件数２８件 
・盆踊り実施事業費を補助 補助団体７６団体 

生活課 ５６ 
男女が共に参加しやす
い地域行事の促進 

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。 

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。 

経済振興課 

 



 ５１

  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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

区、町内会やコミュニ
ティ推進地区への支援
（Ⅳ-１-②-５７-１）

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。 
助成金額  
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５４８灯（新設） 
 電気料（対象灯数１３，１５４灯）補助 

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。 
助成金額 
 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４８２灯（新設） 

 電気料（対象灯数１３，４４４灯）補助 

生活課 ５７ 
地域活動の円滑な運営
のための支援 

ＰＴＡ連絡協議会への
支援 
（Ⅳ-１-②-５７-２）

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｡ 
春日井市小中学校ＰＴＡ連絡協議会５３校 
会員 ２４,４４４人 

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る｡ 
春日井市小中学校ＰＴＡ連絡協議会５３校 
会員 ２４,５４２人 

生涯学習課 

（平成１３年度開催、１４年度 実績なし） 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
する。  
（Ⅰ－１－②－４－２「ジェンダーに関する講座の開催」
の再掲） 
 

青少年女性課 ５８ 
社会活動団体などの指
導者の養成 

人材養成講座の開催 
（Ⅳ-１-②-５８-１）

地域で活動する団体やグループの担い手としてふさわ
しい人材を養成する講座を開催した。 
・いきいきメンズセミナー（４回） 
実施日 ２／２３～３／９（土曜日） 
参加者  １２人 
内 容 仕事以外のネットワーキングと料理、心身のリ

フレッシュ方法を学ぶ。 
・いきいきレディースセミナー  ５回×２コース 
 実施日 ９／２６～１０／２４（各水曜日）      
     ２／１４～ ３／１４（各金曜日） 
参加者 ２４人 
内 容 自分らしく豊かな人間関係を育む自分育てに

チャレンジする。 

地域で活動する団体やグループの担い手としてふさわ
しい人材を養成する講座を開催する。 
・いきいきメンズセミナー ３回（予定） 
 ２／１４～２／２８（各土曜日） 
・いきいきレディースセミナー（４回） 
 実施日 ９／１０～１０／１（各水曜日）       
 参加者 １３人（３０代、４０代の女性） 
 内 容 自分、家族のことなど女性をとりまく環境を見

つめ直し女性の自立、自分らしさの発見をす
る。 

・いきいきレディースセミナー ４回（予定） 
 ２／１９～３／１１（各木曜日） 

青少年女性セン
ター 



 ５２

５９ 
社会活動団体などへの
支援 

団体・グループ活動へ
の支援 
（Ⅳ-１-②-５９-１）

地域で活動する団体やグループに、活動が充実したもの
になるよう施設利用等の減免等側面的な支援をおこなっ
た。 
 

 団体数 会員数 

味美ふれあいセンター ６０ １，３９８

高蔵寺ふれあいセンター ７９ １，５５４

南部ふれあいセンター ６４ １，５８２

西部ふれあいセンター ７６ １，３１５

東部市民センター ８０ １，５４１

鳥居松ふれあいセンター ２０ ３２２

レディヤンかすがい ２２０ １６，５８５

中央公民館 ６３ ２，１８９

知多公民館 ６９ １，３５８

鷹来公民館 ７９ １，５２１

坂下公民館 ７７ １，４１８
 

 地域で活動する団体やグループに、活動が充実したもの
になるよう施設利用等の減免等側面的な支援をおこなう。
 
 

 団体数 会員数 

味美ふれあいセンター ６１ １，４８８

高蔵寺ふれあいセンター ８１ １，５７４

南部ふれあいセンター ６３ １，６０３

西部ふれあいセンター ７８ １，３３６

東部市民センター ８０ １，５４１

鳥居松ふれあいセンター ２４ ３６７

レディヤンかすがい ２０６ １５，０９７

中央公民館 ６２ １，９８５

知多公民館 ６５ １，２３６

鷹来公民館 ８２ １，５９９

坂下公民館 ７４ １，５５５
 

青少年女性セン
ター 
ふれあい 
センター 
公民館 
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ボランティア活動への
支援 
（Ⅳ-１-②-６０-１）

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
をつくるなど支援した。 
・「春日井市ボランティア活動推進基本計画」を平成 14
年12月に策定 

・「ボランティア・ＮＰＯ基礎理解セミナー」を開催 
受講者  延べ１５６人 
場 所  レディヤンかすがい 
実施日  ３月１日(土) 
テーマ  ボランティア活動を始めよう 
講 師  栗田暢之氏(ＮＰＯ法人レスキューストック

ヤード事務局長) 
 
 実施日  ３月８日（土）              
テーマ  地域に根ざした活動をしよう 
講 師  村上眞喜子氏(ＮＰＯ法人りんりん代表) 

 
実施日  ３月15日（土） 
テーマ  ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ・ＮＰＯがつくる活力あふれるまち 
講 師  ブイ･チ･トルン氏 

(ＮＰＯ法人市民フォーラム２１ＮＰＯセンター常務理
事兼事務局長) 
 

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
をつくるなど支援する。 
・情報紙「ボランティア・ＮＰＯ情報」の発行 
(創刊号：平成15年８月発行、第２号：平成16年２月発
行予定) 
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、ＮＰＯ法

人等 
編集協力 ＮＰＯ法人けやきフォーラム   

・「ボランティア・ＮＰＯ基礎理解セミナー」を開催 
実施日 平成15年9月6日（土） 
場 所 鳥居松ふれあいセンター 
テーマ ボランティア・ＮＰＯがつくる元気な自分元気

なまち～ひとりひとりが原動力、さあ！今が生
きる時～ 

講 師 神谷典江氏（ＮＰＯ法人穂の国まちづくりネッ
トワーク常任理事） 

受講者 30人 
活動団体を対象としたステップアップ講座（3回連続）を
平成１６年３月に開催予定 

生活課 ６０ 
多様なボランティア活
動への支援 

ＮＰＯ法人化などへの
支援 
（Ⅳ-１-②-６０-２）

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、活動主体の組織化が有効であることから、そ
のための情報を提供した。 
・相談者に対して愛知県発行の「特定非営利活動法人の手
引き」を配付及び市内ＮＰＯ法人を紹介 

 
 
 
 
 
 
 
本市におけるＮＰＯ法人認証状況 

年度 １１ １３ １４ 合計 

認証数 ３ ３ ７ １３  

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、活動主体の組織化が有効であることから、そ
のための情報を提供する。 
・愛知県発行「特定非営利活動法人の手引き」を生活課窓
口に設置 

・春日井市内ＮＰＯ法人一覧を生活課窓口に設置 
・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）
を、生活課、情報コーナー、図書館、各図書室、レディヤ
ンかすがい、社会福祉協議会に設置 
 
 
本市におけるＮＰＯ法人認証状況（12月末現在） 

年度 １１ １３ １４ １５ 合計 

認証数 ３ ３ ７ ７ ２０ 

生活課 



 ５４

ボランティア登録制度
の充実 
（Ⅳ-１-②-６０-３）

福祉分野にとどまらず、国際交流、防災、環境などさま
ざまな分野にわたってボランティア活動の育成援助と連
絡調整及びボランティア登録制度の充実を行った。 
・ボランティア相談（水曜・金曜） 
・社会福祉協議会ボランティアセンター登録者数 
 116団体 2,218人、個人ボランティア 134人 
・文化ボランティア（文化課） 22人 

福祉分野にとどまらず、国際交流、防災、環境などさま
ざまな分野にわたってボランティア活動の育成援助と連
絡調整及びボランティア登録制度の充実を行う。 
また、ボランティアコーディネーターを増員し、ボラン

ティア相談日を増設した。 
・ボランティア相談（火曜～金曜） 
・社会福祉協議会ボランティアセンター登録者数 
（12月末現在） 

 149団体 3,056人、個人ボランティア 301人   
・文化ボランティア（文化課） 
 平成15年度より実施 58人（12月末現在） 

生活課 
福祉課 

 



 ５５

③ 地域・社会活動に関する情報の提供 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

６１ 
地域情報、生活情報の
提供 

地域情報、生活情報の
提供 
（Ⅳ-１-③-６１-１）

男女が共に地域を支え地域活動や社会活動に参画し、活
動の活性化を図ることから積極的に地域の情報を収集し
提供するため町内会等の加入を呼びかけた。 
・区・町内会・自治会加入率 ７３．８％ 
・町内会等加入啓発パンフレットの配付（平成１３年度作
成） 

男女が共に地域を支え地域活動や社会活動に参画し、活
動の活性化を図ることから積極的に地域の情報を収集し
提供するため町内会等の加入を呼びかける。 
・区・町内会・自治会加入率 ７２．２％（12月末現在）
・「継続して実施」 

生活課 

青少年女性センターの
団体連絡室の有効利用
（Ⅳ-１-③-６２-１）

活動団体の交流が図られるよう、場（団体連絡室）の提
供をした。 
団体連絡室の利用状況 
女性団体連絡室   ２７９件   ２，５３３人 

 青少年団体連絡室  ２７０件   ３，９０４人 
 消費生活活動室   １４１件     ８１０人 
     計     ６９０件   ８，３１４人 

活動団体の交流が図られるよう、場（団体連絡室）の提
供をする。 
団体連絡室の利用状況（12月末現在） 
 女性団体連絡室   １８０件   １，７４３人 
 青少年団体連絡室  ２００件   ３，３００人 
 消費生活活動室   １１０件   １，２３４人 
     計     ４９０件   ６，２７７人 

青少年女性セン
ター 

春日井ふれあい情報ネ
ットワークシステムの
充実 
（Ⅳ-１-③-６２-２）

市内公共施設に設置された利用者開放端末で各種行政
情報を提供した。 
ふれあい情報ネットワーク 
・屋外スポーツ施設予約、公共施設の会議室等の予約、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 

※生涯学習情報にて１１月より団体情報の提供を開始し
た。 

市内公共施設に設置された利用者開放端末で各種行政
情報を提供する。 
ふれあい情報ネットワーク 
・屋外スポーツ施設予約、公共施設の会議室等の予約、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 

生涯学習課 

コミュニティ研修会の
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
団体の活動を推進するリーダーの資質向上を図るため「コ
ミュニティリーダー研修会」を開催した。 
実施日 ６月２９日（水） 
場 所 グリーンパレス春日井 
参加者 １１６人 
内 容 ・生涯学習のまちづくり 

 講師 生涯学習課長、学校教育課指導主事 
・たのしい広報紙をつくる 
講師 広報広聴課長補佐 

男女が対等なパートナーとしてコミュニティ推進地区
団体の活動を推進するリーダーの資質向上を図るため「コ
ミュニティリーダー研修会」を開催した。 
実施日 ６月２８日（土） 
場 所 グリーンパレス春日井 
参加者 １２４人 
内 容 ・講演「これからのコミュニティ」 

 講師 （社）地域問題研究所 加藤栄司 
・事例研究 
・おおくさ探検隊 発表者 西尾貞臣 
・水野地区まちづくり協議会 発表者 加藤牧 

生活課 

６２ 
情報ネットワークづく
り 

コミュニティ紙の相互
交換 
（Ⅳ-１-③-６２-４）

コミュニティ推進地区の交流を図るため各地区の活動
状況を掲載したコミュニティ紙をそれぞれ地区で発行し、
情報を提供した。 
１４のコミュニティ推進地区でコミュニティ紙を発行

し、相互に交換した。 

コミュニティ推進地区の交流を図るため各地区の活動
状況を掲載したコミュニティ紙をそれぞれ地区で発行し、
情報を提供する。 
・「継続して実施」 

生活課 
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ボランティア休暇制度
の啓発 
（Ⅳ-１-③-６３-１）

実績なし 実績なし 経済振興課 ６３ 
ボランティア休暇制度
の啓発 

ボランティア休暇制度
導入企業の紹介 
（Ⅳ-１-③-６３-２）

実績なし 実績なし 経済振興課 

 



 ５７

 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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

世代間交流事業として、老人福祉施設・介護保険施設等
への訪問、あるいはこれら施設や地域のお年寄りを招待
し、劇、季節的行事、手作り玩具制作、伝承遊び等を通じ
て世代間のふれあい活動を公立２８保育園、私立４保育園
で行った。 

世代間交流事業として、老人福祉施設・介護保険施設等
への訪問、あるいはこれら施設や地域のお年寄りを招待
し、劇、季節的行事、手作り玩具制作、伝承遊び等を通じ
て世代間のふれあい活動を公立２８保育園、私立４保育園
で行う。 

児童課 ６４ 
高齢者・障害者との交
流 

高齢者・障害者との交
流促進 
（Ⅳ-２-①-６４-１）

高齢者・障害者の社会参加を促進するよう、社会福祉協
力校や保育園での交流を図った。 
 小学校の運動会では地域のお年寄りをお招きして交流
を図った。 
神屋小学校と坂下中学校では、春日台養護学校との交流

を続けている。 

高齢者・障害者の社会参加を促進するよう、社会福祉協
力校や保育園での交流を図る。 
 
・「継続して実施」 

学校教育課 

福祉のつどいの開催 
（Ⅳ-２-①-６５-１）

  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 進み、市民相互のふれあい交流が一層求められる中で
「21 世紀！私たち一人ひとりが主役です」をテーマに第
22回福祉のつどいを開催した。 
（Ⅲ－３－②－５１－１「福祉のつどいの開催」の再掲） 

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 進み、市民相互のふれあい交流が一層求められる中で
「21 世紀！私たち一人ひとりが主役です」をテーマに第
23回福祉のつどいを開催した。 
（Ⅲ－３－②－５１－１「福祉のつどいの開催」の再掲）

福祉課 ６５ 
障害者への学習・交流
の機会と場の提供 

障害者用パソコン教室
の開催 
（Ⅳ-２-①-６５-２）

市内在住の視覚・聴覚障害者に対する福祉サービスの一
つとして「障害者用パソコン教室」を開講した。      
視覚・聴覚障害者各々  前期６回 定員５人 計３０人 
           後期６回 定員５人 計３０人 

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「障害者用パソコン教室」を開講する。 
前期６回 定員５人 計３０人 
後期６回 定員５人 計３０人 
 

福祉課 

視覚障害者へ「声の広
報かすがい」の送付 
（Ⅳ-２-①-６６-１）

市政への理解を深めるため、視覚障害者に市政の情報な
どを提供した。 
広報春日井の中から視覚障害者に有益な情報を選択、1

時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」（48名）が実施。 
１回あたり８０件ほど送付。 

市政への理解を深めるため、視覚障害者に市政の情報な
どを提供する。 
 
・「継続して実施」 
 

広報広聴課 ６６ 
情報バリアフリーの推
進 

聴覚障害者への手話通
訳者派遣 
（Ⅳ-２-①-６６-２）

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った。 
窓口における手話通訳利用者 ４９４人 
手話通訳者派遣人数     ２７９人 

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。 
（平成15年12月末現在） 
窓口における手話通訳利用者 ４４４人 
手話通訳者派遣人数     ２５４人 

福祉課 



 ５８

録音図書、点字図書の
貸出、対面読書サービ
ス 
（Ⅳ-２-①-６６-３）

視覚障害者にも広く図書資料の利用ができるよう、録
音・点字図書の作製及び貸出し、対面読書を実施した。 
（平成14年度末） 
・点字図書 ７２５冊（うち新規作製１３４種） 
・録音図書 １，２０２種（うち新規作製５５種） 
・対面読書 ２４回実施 

視覚障害者にも広く図書資料の利用ができるよう、録
音・点字図書の作製及び貸出し、対面読書を実施する。 
（平成15年12月末現在） 
・点字図書 ８４３冊（うち新規作製１１７冊・寄贈１冊）
・録音図書 １，２４０種 

（うち新規作製４１種、除籍３種） 
・対面読書 ２９回実施 

図書館 

６７ 
高齢者や障害者などに
やさしいまちづくりの
推進 

人にやさしいまちづく
り事業の推進 
（Ⅳ-２-①-６７-１）

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
の改善措置に対して、民間施設改善助成金を交付した。 
平成１４年度の実績は、ＪＲ高蔵寺駅バリアフリー化に

対して助成。（交通対策課） 
（※平成１４・１５年度の２か年事業） 
＜ＪＲ高蔵寺駅バリアフリー化＞ 
１ 工事設計 
２ エレベーター、エスカレーター製造 
３ トイレ撤去、仮設トイレ設置 

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
の改善措置に対して、民間施設改善助成金を交付する。 
昨年度に続き、ＪＲ高蔵寺駅バリアフリー化に対して助

成。（交通対策課） 
１ エレベーター、エスカレーター設置 
２ 多目的トイレ設置 
 

福祉課 

 



 ５９

② 母子世帯・父子世帯などの生活安定・自立支援 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

生活福祉資金の貸付 
（Ⅳ-２-②-６８-１）

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
定した生活を確保することを目的として資金の貸付を行
った。（社会福祉協議会） 
・５件（貸付金総額 1,192千円） 

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
定した生活を確保することを目的として資金の貸付を行
う。（社会福祉協議会） 
・３件（貸付金総額 962千円）（12月末現在） 

福祉課 ６８ 
自立資金融資の利用促
進 

母子寡婦福祉資金の貸
付 
（Ⅳ-２-②-６８-２）

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、県母子相談員による相談業務を週３回行った。 
相談日 月曜、木曜 10時～４時 児童課 
   金曜    10時～４時 総合福祉センター 

貸付件数   ２９件 

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。 
相談日   月曜～金曜  ９時～５時 児童課 
貸付件数   ７件 （12月末現在） 

児童課 

介護人の派遣支援 
（Ⅳ-２-②-６９-１）

ひとり親世帯の方が、技能習得のための通学、求職活動、
一時的な疾病などにより日常生活を営むのに困難な場合、
県母子相談員が県が実施するひとり親家庭に対する介護
人派遣事業に関する相談・助言を行った。 
相談日 月曜、木曜 10時～４時 児童課 
    金曜    10時～４時 総合福祉センター 

ひとり親世帯の方が、技能習得のための通学、求職活動、
一時的な疾病などにより日常生活を営むのに困難な場合、
市母子自立支援員が県が実施するひとり親家庭に対する
介護人派遣事業に関する相談・助言を行い自立支援を行
う。 
相談日 月曜～金曜  ９時～５時 児童課 

児童課 ６９ 
自立のための生活支援

住宅、内職相談の充実
（Ⅳ-２-②-６９-２）

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。 
家庭外で働くことの困難な内職希望者に対し、内職就業

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
県福利協会の内職相談員が行った。 
相談日  火曜、金曜 10時～３時 総合福祉センター 
相談件数 １，０５８件 

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。 
家庭外で働くことの困難な内職希望者に対し、内職就業

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
県福利協会の内職相談員が行う。 
相談日  火曜、金曜 10時～３時 総合福祉センター
相談件数 ７２５件（12月末現在） 

児童課 

 



 ６０

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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

７０ 
男女雇用機会均等法の
普及促進 

男女雇用機会均等法の
周知徹底 
（Ⅴ-１-①-７０-１）

男女雇用機会均等法の内容が普及・定着するよう関係機
関からのチラシなどを窓口において啓発した。 

男女雇用機会均等法の内容が普及・定着するよう関係機
関からのチラシなどを窓口において啓発する。 

経済振興課 

７１ 
再就職への支援 

パートバンク事業の推
進 
（Ⅴ-１-①-７１-１）

「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
求職者へのサービスの向上を図った。 
・年間来室者数 10,994、職業紹介件数 1,870件 
・就職件数 441件、電話相談 1,622件 
・テレホンサービス 520件など 

「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
求職者へのサービスの向上を図る。 
（平成15年12月31日現在） 
・年間来室者数 8,417名、職業紹介件数 741件 
・就職件数 274件、電話相談 1,234件 
・テレホンサービス 333件など 

経済振興課 

テレワーク・ＳＯＨＯ
などの情報提供 
（Ⅴ-１-①-７２-１）

テレワーク・ＳＯＨＯなど多様な働き方についての情報
の収集に努めた。 

テレワーク・ＳＯＨＯなど多様な働き方についての情報
の収集に努める。 

経済振興課 ７２ 
多様な働き方の労働条
件の向上 

労働基準法、パートタ
イム労働法などの周知
（Ⅴ-１-①-７２-２）

労働条件改善・向上のため、事業者および市民に対して、
労働関係法令について周知するため、労働講座を開催し
た。 
（Ⅱ－１－②－２０－１「能力活用セミナーの開催」の再
掲） 

労働条件改善・向上のため、事業者および市民に対して、
労働関係法令について周知するため、労働講座を開催す
る。 
（Ⅱ－１－②－２０－１「能力活用セミナーの開催」の再
掲） 

経済振興課 

 



 ６１

  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 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

７３ 
就職情報の提供 

求職情報の提供 
（Ⅴ-１-②-７３-１）

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

経済振興課 

起業関連事業、融資制
度などの情報提供 
（Ⅴ-１-②-７４-１）

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
も情報提供した。 
商工業振興資金融資 
・件数 ５８４件  
・融資額 ３，６６０，７７０千円  

中小企業者に対する商工業振興資金融資制度の窓口に
なるとともに、新規開業者に対する他の融資制度について
情報提供をする。 
商工業振興資金融資（平成15年４月１日～12月31日）
・件数 ７０８件  
・融資額 ４，８９１，９５０千円  

経済振興課 

女性起業に関する講座
の開催 
（Ⅴ-１-②-７４-２）

実績なし 実績なし 経済振興課 

７４ 
起業への支援 

商工業振興資金融資信
用保証料の助成 
（Ⅴ-１-②-７４-３）

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
は一部を助成した。 
・通常資金 ９０％助成  
・特別小口資金 １００％助成 
・助成件数 ８３７件  
・信用保証料総額 ８１，４８０千円 

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
は一部を助成する。  
・通常資金 ９０％助成  
・特別小口資金 １００％助成 
・助成件数   ６９４件 （平成15年11末現在） 
・信用保証料予算額 １６６，７５０千円 

経済振興課 

７５ 
働く女性のためのネッ
トワークづくり 

女性のネットワークづ
くりへの支援 
（Ⅴ-１-②-７５-１）

働く女性等を対象とした講座を開催した。 
・パソコン入門  ５月11日～６月15日 
・  〃     11月21日～12月12日 
・  〃     ２月６日～ ２月27日 

働く女性等を対象とした講座を開催する。 
・働く男女の家庭介護 ９月６日～10月11日 
・パソコン入門 12月２日・12月９日 
 

青少年女性セン
ター 

 



 ６２

  ③ 職業能力の開発・向上への支援 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

労務講座や経済講演会
の開催 
（Ⅴ-１-③-７６-１）

社会・経済情勢の動向や景気の見通しなどの経済に関す
る情報を中小企業者等に提供し、企業経営に資するため
「新春経済講演会」を開催した。 
日時  平成１５年１月１６日 
講師  経済ジャーナリスト 浅井隆氏 
演題  ２００３年日本経済の展望 
聴講者 ３００人 

社会・経済情勢の動向や景気の見通しなどの経済に関す
る情報を中小企業者等に提供し、企業経営に資するため
「新春経済講演会」を開催した。 
日時  平成１６年１月１５日 
講師  東京大学大学院経済学研究科 
    教授 伊藤元重氏 
演題  ２００４年日本経済の行くえ 
定員  ３００人 

経済振興課 ７６ 
職業意識の向上 

職業支援講座の開催 
（Ⅴ-１-③-７６-２）

職業能力向上のための学習機会を提供するため、講座の
開催をした。 
（Ⅴ－１－②－７５－１「女性のネットワークづくりへの
支援」の再掲） 

職業能力向上のための学習機会を提供するため、講座の
開催をする。 
（Ⅴ－１－②－７５－１「女性のネットワークづくりへの
支援」の再掲） 

青少年女性セン
ター 

実務講座の開催 
（Ⅴ-１-③-７７-１）

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

経済振興課 

通信教育、資格取得に
関する情報の提供 
（Ⅴ-１-③-７７-２）

職業能力開発や職域拡大のため、広報や商工会議所の機
関誌などを通じて通信教育・資格取得などに関する情報の
提供を行った。 

職業能力開発や職域拡大のため、広報や商工会議所の機
関誌などを通じて通信教育・資格取得などに関する情報の
提供を行う。 

経済振興課 

７７ 
能力開発・職域の拡大
への支援 

研修会派遣への助成 
（Ⅴ-１-③-７７-３）

中小企業の人材を育成するため、国の中小企業大学校、
県の中小企業管理者研修、春日井商工会議所の春日井能力
開発学院の研修に、経営者、従業員を受講させた場合に助
成した。 
受講者 合計５３４人 
（内訳） 春日井能力開発学院  ５１２人 
     中小企業大学校（国）  １９人 
     中小企業管理者研修（県） ３人 

中小企業の人材を育成するため、国の中小企業大学校、
県の中小企業管理者研修、春日井商工会議所の春日井能力
開発学院の研修に、経営者、従業員を受講させる場合に助
成する。 
受講者 合計１７１人（平成15年12月末現在） 
（内訳） 春日井能力開発学院  １６１人 
     中小企業大学校（国）   ６人 
     中小企業管理者研修（県） ４人 

経済振興課 

 



 ６３

  ④ 女性労働相談体制の整備 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

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った。 
労働相談 
・第１水曜日午後１時～４時まで 年11回実施 
・相談員は、愛知県より派遣 
・相談件数 15件（男７人、女８人） 

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。 
労働相談 
・第１水曜日午後１時～４時まで 年12回実施予定 
・相談員は、愛知県より派遣 
・相談件数 11件（男５人、女７人）（12月末現在） 

生活課 

実績なし （新設） 
・男女人権相談 
（性別による差別的取扱､セクシュアル・ハラスメントな
ど人権侵害に関する相談） 

・相談件数 ５９件（平成15年12月末現在） 

青少年女性セン
ター 

勤労者の労働災害、賃金、雇用等の諸問題の解決を図る
ため「労務相談」を開催した。 
・第４水曜日午後２時～４時まで 年12回実施 
・場所 市役所市民相談コーナー 
・相談員 社会保険労務士 
・相談者 10人（うち女性６人） 
 

勤労者の労働災害、賃金、雇用等の諸問題の解決を図る
ため「労務相談」開催する。 
・第４水曜日午後２時～４時まで 年12回実施予定 
・場所 市役所市民相談コーナー 
・相談員 社会保険労務士 
・相談者 10人（うち女性６人）（12月末現在） 

経済振興課 

７８ 
労働相談体制の充実 

労働に関する各種相談
体制の充実 
（Ⅴ-１-④-７８-１）

家庭外で働くことの困難な内職希望者に対し、内職就業
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
県福利協会の内職相談員が行った。 
 
内職相談 火曜、金曜 １０時～３時 総合福祉センター 

家庭外で働くことの困難な内職希望者に対し、内職就業
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
県福利協会の内職相談員が行う。 
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。 
 
内職相談 火曜、金曜 １０時～３時 総合福祉センター
母子自立相談 月曜～金曜  ９時～５時 児童課 

児童課 

 



 ６４

 課題２ 男女が対等なパートナーとして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 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

７９ 
セクシュアル・ハラス
メント防止への啓発 

企業向けセクシュア
ル・ハラスメント防止
啓発 
（Ⅴ-２-①-７９-１）

実績なし 実績なし 経済振興課 

 

② 育児・介護休業の取得促進 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

８０ 
育児休業取得促進の啓
発 

育児休業取得促進の啓
発 
（Ⅴ-２-②-８０-１）

女性はもとより男性の育児休業の取得促進に向け、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し
た。 

女性はもとより男性の育児休業の取得促進に向け、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。 

経済振興課 

８１ 
介護休業取得促進の啓
発 

介護休業取得促進の啓
発 
（Ⅴ-２-②-８１-１）

女性も男性も等しく介護休業が取得出来るよう関係機
関からの啓発チラシ、ポスターなどで窓口において啓発し
た。 

女性も男性も等しく介護休業が取得出来るよう関係機
関からの啓発チラシ、ポスターなどで窓口において啓発す
る。 

経済振興課 

 

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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

８２ 
パートナーシップの確
立 

家族経営協定などの周
知 
（Ⅴ-２-③-８２-１）

実績なし 実績なし 経済振興課 

商工業・農業振興の活性化のため女性経営者や女性従業
者の組織するネットワークの拡充や、女性経営者の能力発
揮を支援した。 
・おかみさん会「かすがい」の設立・支援 （平成15年
１月22日） 

・参加団体 坂下商店街（振）、高蔵寺商店街（振）、勝川
駅東商店街（振）、勝川駅前商店街（振）、鳥居松三商店
街（振）、19号バイパス通発展会、六商会  計７団体 

商工業・農業振興の活性化のため女性経営者や女性従業
者の組織するネットワークの拡充や、女性経営者の能力発
揮を支援する。 
 
・「継続して実施」 

経済振興課 ８３ 
女性の交流ネットワー
クへの支援 

女性経営者、女性従業
者のネットワークへの
支援 
（Ⅴ-２-③-８３-１）

商工業・農業振興の活性化のため女性経営者や女性従業
者の組織するネットワークの拡充や、女性経営者の能力発
揮を支援した。 
・春日井市生活改善実行グループの支援 
・女性農業経営士の認定 

商工業・農業振興の活性化のため女性経営者や女性従業
者の組織するネットワークの拡充や、女性経営者の能力発
揮を支援する。 
・春日井市生活改善実行グループの支援 

農政課 



 ６５

  ④ 企業における男女共同参画の推進 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

８４ 
男女共同参画推進企業
への支援 

男女共同参画事業推進
優良企業の紹介 
（Ⅴ-２-④-８４-１）

実績なし 実績なし 青少年女性課 
経済振興課 

職場における母性保護
に関する法律などの周
知徹底 
（Ⅴ-２-④-８５-１）

実績なし 実績なし 経済振興課 ８５ 
就業における母性保護
の推進 

妊娠時の定期健診受診
の啓発 
（Ⅴ-２-④-８５-２）

妊娠中及び出産後の女性労働者が、定期健診などを受診
できるよう啓発を行った。 
・「母性健康管理カード」を、母子健康手帳内に添付。 
・「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。 

妊娠中及び出産後の女性労働者が、定期健診などを受診
できるよう啓発を行う。 
 
・「継続して実施」 

健康まもる課 

 



 ６６

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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

８６ 
女性に対する暴力の実
態把握 

女性に対する暴力の実
態調査の実施 
（Ⅵ-１-①-８６-１）

実績なし 実績なし 
※かすがい男女共同参画プラン（平成14年３月策定）改
訂時に男女共同参画意識調査の中において実施予定 

青少年女性課 

８７ 
女性に対する暴力根絶
への啓発 

女性に対する暴力根絶
への広報、セミナーな
どによる啓発 
（Ⅴ-１-①-８７-１）

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、セミナーの開催などにより啓
発を行った。 
・講座名 ＤＶセミナー（３回講座） 
・テーマ 
殴られるのはお前が悪いからだ－「女性の沈黙」が問う
もの（２月１日） 

 法は家庭に入らずをこえて－世界の取組、日本の取組－
（２月８日） 

 語れる人に出会えるために－地域のネットワーク－ 
（２月15日） 

・講 師 ﾌｪﾐﾆｽﾄ･ｻﾎ゚ ﾄー･ｾﾝﾀー 東海代表 隠岐美智子氏 
・開催場所 レディヤンかすがい 
・受講者数 ３５人（延べ７３人） 

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。 
・ポスター「パパ、どうしてママをぶつの」（アジア女性
基金作成）を公共施設に配付 

・男女共同参画情報紙「はるか 第11号」にて啓発周知 
（10月） 

青少年女性課 

 



 ６７

② 被害者救済システムの整備・充実 

施 策 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

８８ 
被害者救済体制の検討

被害者の救済体制の検
討 
（Ⅵ-１-②-８８-１）

実績なし 実績なし 青少年女性課 

関係機関との連携を強化し、女性専門相談（弁護士によ
る法律相談・カウンセラーによるこころの相談）を設置し、
ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメ
ントなどの相談体制の充実を図った。 
 

（平成14年４月～平成15年３月末） 

名 称 件数（内ＤＶ）

女性相談（毎週火曜日） １７８（４１）

家庭相談（毎週木曜日） １２６（５）

女性専門相談〈新設〉 
法律相談（第１・３土曜日） ７２（１）

こころの相談（第２・４土曜日） ２９（０） 

男女共同参画推進条例の制定に伴い、４月から「男女人
権相談」窓口を新たに設置し、ドメスティック・バイオレ
ンスやセクシュアル・ハラスメントなどの相談窓口の強化
を図った。 
 

（平成15年４月～12月末現在） 

名 称 件数（内ＤＶ）

女性相談（毎週火曜日） １４４（３０）

家庭相談（毎週木曜日） ８２（１）

女性専門相談 
法律相談（第１・３土曜日） ５８（１）

こころの相談（第２・４土曜日） ２４（４）

男女人権相談〈新設〉 
（毎週水・金曜日）4月23日より

８１（２１）
 

青少年女性課 
青少年女性セン
ター 

被害者の相談体制の充
実 
（Ⅵ-１-②-８９-１）

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。 
・児童虐待相談 月曜～金曜 ９時～５時 児童課 
・母子保護の実施件数 ７件 

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
や保護を行う。 
・児童虐待相談 月曜～金曜 ９時～５時 児童課 
・母子保護の実施件数 ４件（12月末日現在） 

児童課 

８９ 
被害者の相談体制の充
実 

相談窓口職員などへの
啓発 
（Ⅵ-１-②-８９-２）

ドメスティック・バイオレンスなどの相談者に対し、適
切な対応がなされるよう相談窓口職員などが各種研修に
参加した。 
・研修名 市町村女性問題相談員育成研修 
・主 催 財団法人あいち女性総合センター 
・日 時 ６月27日、７月４日、11日 10時～16時 
・参加者 青少年女性センター嘱託 
 
・研修名 ＤＶ対策専門相談員ネットワーク事業 
・主 催 愛知県・財団法人あいち女性総合センター 
・日 時 11月15日 10時～16時 
・参加者 青少年女性課 主事  

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。 
・研修名 市町村女性問題相談員育成研修 
・主 催 愛知県・財団法人あいち女性総合センター 
・日 時 ６月26日、７月３日、10日 10時～16時 
・参加者 青少年女性センター主査 
 
・研修名 ＤＶ相談担当職員専門研修 
・主 催 愛知県・財団法人あいち女性総合センター 
・日 時 10月29日 13時30分～  
・参加者 青少年女性課 主査・主事 

青少年女性課 
青少年女性セン
ター 
児童課 

 



 ６８

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（性と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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツの周知 
（Ⅵ-２-①-９０-１）

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、中学生・高校生向けの性教育冊子の中で取り上げ、
指導者が授業等で活用できる資料を作成し、周知に努め
た。 
・冊子名「すてきにコミュニケーション、思春期の性につ
いて学ぼう！」 

・形 態 Ａ５版、４７ページ 
・発行部数 2,500部 
・配付先 市内中学校、高校、各公共施設 

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、中学生・高校生向けの「思春期保健相談Ｑ＆Ａ」
の手引書の中で取り上げ、指導者が授業等で活用できる資
料を作成し、周知に努める。 
・平成16年３月、作成・配付予定 

青少年女性課 
学校教育課 

９０ 
リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツに関する
意識啓発 

リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツに関する
講座の開催 
（Ⅵ-２-①-９０-２）

実績なし  リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識が浸透
するよう学習機会を提供する。 
（Ⅰ－１－②－４－２「ジェンダーに関する講座の開催」
の再掲） 

青少年女性課 

９１ 
性に関する教育の充実

エイズや薬物乱用防止
に関する教育の充実 
（Ⅵ-２-①-９１-１）

児童生徒がエイズと薬物乱用に関する正しい知識を身
につけ、適切な行動がとれるような教育を推進した。 
神領小学校と南城中学校の「エイズ教育」の研究実践  （文
部科学省指定） 
・神領小学校 研究主題「生命を尊び、思いやりの心を持
ち、ともに学び合う児童の育成」－思春期教育（性教育・
エイズ教育）を通して－ 

・南城中学校 研究主題「命の大切さを知り、ともになか
よく生きる児童生徒の育成」－エイズ教育（性教育）の
推進を通して－ 

・講演会 平成１４年１０月１０日 
「輝く命－AIDSを通して生と性を考える」 
五島 真理為 氏 

・講演会 平成１４年１１月１６日 
「今どきの子どもの性の実態とこれからの性教育」 
後藤 ひとみ 氏  

他 ２回の講演会を実施 

児童生徒がエイズと薬物乱用に関する正しい知識を身
につけ、適切な行動がとれるような教育を推進する。 
・神領小学校と南城中学校における、「エイズ教育」の研
究実践 
「継続して実施」 

・夏期教職員研修 教育講演会 
 日時 平成１５年７月３１日（木）午後１時３０分～ 
 演題 「エイズ教育」 
 講師 池上正仁 氏（HIVと人権・情報センター副理事

長） 
 参加者 市内教職員 ３４３人 
 場所 春日井市東部市民センター 
・思春期講演会 
 日時 平成１５年１０月３日（金） 
 演題 「２１世紀を生きるために」－性教育を通して心

と体を考える－ 
講師 引地ユリ 氏（子どもの心と性のアドバイザー）

学校教育課 



 ６９

性に関する教育の充実
（Ⅵ-２-①-９１-２）

思春期の児童生徒が性に関する正しい知識を身につけ、
生涯にわたり健康で、幸せな生活が送れるような教育を推
進した。 
・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
が実施された。 

・思春期教育研究委員会発行の「すてきにコミュニケーシ
ョン」を活用して、各中学校における性教育を進めた。 

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

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
適切な行動がとれるよう性教育に関する啓発を行った。 
・思春期教育研究委員会の開催 平成14年６月12日 
・思春期教育講演会の開催 平成14年10月10日 
 テーマ「輝く命～ＡＩＤＳを通して生と性を考える」 
 講師 五島真理為氏（HIVと人権・情報センター理事長） 
 参加者 200人 
・家庭向け小冊子（幼児期の性教育）の作成 
 Ａ６版、28ページ、12,000部 幼稚園、保育園児保護
者に配付 

・性教育（エイズ教育）推進地域事業の実施 
 指定校（神領小、南城中、春日井高校）での授業研究と
実践アンケート調査の実施 

思春期の児童・生徒が性に関する正しい知識を身につけ
適切な行動がとれるよう性教育に関する啓発を行う。 
・思春期教育研究委員会の開催 平成15年６月17日 
・思春期教育講演会の開催 平成15年10月３日 
 テーマ「悩める子どもの心と性を考える」 
 講師 引地ユリ氏（子どもの心と性のアドバイザー） 
 参加者 200人 
・思春期相談Ｑ＆Ａ（指導者用）の作成 
 Ａ５版、２００部 
・性教育（エイズ教育）推進地域事業の実施 
 指定校（神領小、南城中、春日井高校）での授業研究 
・実践報告書の作成 

青少年女性課 思春期教育の充実 
（Ⅵ-２-①-９１-３）

思春期の児童・生徒が性に関する正しい知識を身につけ
適切な行動がとれるよう性教育を充実した。 
 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通して行った。 

思春期の児童・生徒が性に関する正しい知識を身につけ
適切な行動がとれるよう性教育を充実する。 
 
・「継続して実施」 

学校教育課 
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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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

母と子のしおりの配付
（Ⅵ-２-②-９２-１）

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した。 
・「母と子のしおり」（妊婦健診２枚、乳児健診２枚、妊
産婦歯科健診１枚）３，３４８冊配付 

・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） 

 

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。 
 
・「継続して実施」 

健康まもる課 ９２ 
母性保護意識の啓発 

パパママ教室の開催 
（Ⅵ-２-②-９２-２）

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した。 
（Ⅲ－１－①－３６－２ 「パパママ教室、介護教室の開
催」の再掲） 

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。 
（Ⅲ－１－①－３６－２ 「パパママ教室、介護教室の開
催」の再掲） 

健康まもる課 

妊婦栄養教室の開催 
（Ⅵ-２-②-９３-１）

乳児健診の受診勧奨を進め、受診後のフォローアップや
保健師・助産師による訪問指導の充実を図った。また出
産・育児に関する相談を充実した。 
事業名  もうすぐママの栄養教室  
実施場所 保健センター・レディヤンかすがい等 
開催回数 年１２回 
参加者数 １７７人 
内 容  健康相談と調理実習 

 乳児健診の受診勧奨を進め、受診後のフォローアップや
保健師・助産師による訪問指導の充実を図る。また出産・
育児に関する相談を充実する。 
 
・「継続して実施」 

健康まもる課 

保健師・助産師による
訪問指導の充実 
（Ⅵ-２-②-９３-２）

希望を受けて訪問 
・新生児訪問  ５８７組 
・乳児訪問  ２５９人 

・「継続して実施」 健康まもる課 

９３ 
妊娠・出産期における
女性などの健康と安全
への支援 

出産・育児に関する相
談の充実 
（Ⅵ-２-②-９３-３）

乳幼児健康相談 
年２４回実施 ９７５人（相談２１１人、計測７６４人） 
歯の教室 年２４回実施 ２６８人 
電話相談 １７３件 

・「継続して実施」 健康まもる課 

 



 ７１

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１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

心身の健康づくり事業
の推進 
（Ⅵ-２-③-９４-１）

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。 
 健康診査、健康教育、健康相談、健康講座等のほか、健
康救急フェステバル等の実施 

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。 
 
・「継続して実施」 

健康まもる課 ９４ 
健康づくりのための環
境整備 

保健事業の基盤整備 
（Ⅵ-２-③-９４-２）

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。 
健康管理センター 休日急病診療業務や成人病総合健診

のほか、各種検診等の実施  
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 

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。 
 
・「継続して実施」 

健康まもる課 

健康づくり講座などの
開催 
（Ⅵ-２-③-９５-１）

生涯にわたり安心で健康な生活を送るための正しい知
識の普及を図るとともに、女性が男性と異なる健康上の問
題に対しての講座を開催した。 
・貧血予防教室他 １０講座 延べ１，０１８人参加 

女性は男性とは異なる健康上の問題に直面するため、女
性のライフサイクルを通じた健康保持などを考え、健康講
座を開催する。 
・貧血予防教室他 １０講座を実施予定 
・講演会：「女性のからだと心の変化」を開催予定 

健康まもる課 ９５ 
ライフステージに応じ
た健康づくり 

基本健康診査、各種が
ん検診の受診奨励 
（Ⅵ-２-③-９５-２）

生活習慣病の予防やがんの早期発見・治療を目的とし
て各種検診を実施した。 
基本健康診査１９，３１１人 
胃がん検診 １０，０２３人 
大腸がん検診１０，０９３人 
子宮がん検診６，２２５人 
乳がん検診７，６６５人 
肺がん検診１４，５３６人 
肝炎ウイルス検診１，１８２人（新規） 
骨粗しょう症検診２，０１０人 

生活習慣病の予防やがんの早期発見・治療を目的とし
て各種検診を実施する。 
 
・「継続して実施」 

健康まもる課 
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健康相談、健康教室の
充実 
（Ⅵ-２-③-９５-３）

心身の健康問題に関する相談に応じ、必要な指導及び助
言を行った。また健康教育により、生活習慣病の予防及び
健康の保持・増進を図った。 
・重点健康相談（高血圧、高脂血症、糖尿病、歯周疾患、

骨そしょう症、病態別）開催数２３８回 
延相談者数３８１人 

・総合健康相談 ２４６回 延相談者数１３７人 
・集団健康教育 ２０８回 延受講者数５，３５７人 
・個別健康教育（高脂血症、糖尿、喫煙）４４回 

 延受講者数７１２人 

心身の健康問題に関する相談に応じ、必要な指導及び助
言を行う。また健康教育により、生活習慣病の予防及び健
康の保持・増進を図る。 
 
・「継続して実施」 

健康まもる課 

健康体操教室の開催 
（Ⅵ-２-③-９６-１）

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、スポーツによる心と体の健
康づくりの増進を図った。 
 
・市民健康体操「フレッシュ春日井」「すこやか春日井」
の普及 

・体操教室（初心者対象）延べ参加者数 ２５８人 
 ５月10日～７月12日の間 １０回実施 

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、スポーツによる心と体の健
康づくりの増進を図る。 
 
・市民健康体操「フレッシュ春日井」「すこやか春日井」
の普及 

・体操教室（初心者対象）延べ参加者数 ２０３人 
 10月９日～12月11日の間 ８回実施 

健康まもる課 

レクリエーションスポ
ーツ大会の開催 
（Ⅵ-２-③-９６-２）

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、スポーツによる心と体の健
康づくりの増進を図った。 
名 称 第１０回レクリエーションスポーツ大会 
開催日 ５月１９日 
場 所 総合体育館 
参加総人数 ６５０人 

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、スポーツによる心と体の健
康づくりの増進を図る。 
名 称 第１１回レクリエーションスポーツ大会 
開催日 ５月１８日 
場 所 総合体育館 
参加総人数 ８００人 

体育課 

９６ 
スポーツの推進などに
よる健康づくり 

女性１万人スポーツの
祭典の実施 
（Ⅵ-２-③-９６-３）

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、スポーツによる心と体の健
康づくりの増進を図った。 
・と き ９月２１日（土） 
・場 所 総合体育館・温水プール 
・競技内容 
レディーズカップ種目 バレーボール競技始め３種目  
自由参加種目    ソフトバレーボール始め７種目 
その他競技     健康体操始め３種目 

・アトラクション 
 ドリル演奏（愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部） 
 よさこい鳴子踊り（春日井鳴子踊り普及振興会） 
・参加者 3,500人 

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、スポーツによる心と体の健
康づくりの増進を図った。 
・と き ９月２０日（土） 
・場 所 総合体育館・温水プール 
・競技内容 
レディーズカップ種目 バレーボール競技始め３種目 
自由参加種目    ソフトバレーボール始め７種目 
その他競技      健康体操始め３種目 

・アトラクション    和太鼓演奏（転輪太鼓） 
・参加者 3,500人 

青少年女性課 
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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、スポーツによる心と体の健
康づくりの増進を図った。 
 

・太極拳入門 

・東洋医学による健康づくり 
知多 

・健康太極拳 

・夏の健康を考える薬草の話 

・肩こりと腰痛予防について 

・暮らしのなかのハーブ 

中央 

・健康と薬草教室 

・初心者のためのシェイプアップ教室 

鷹来 

・初めてのゴルフ入門 

・初めてのリラックスストレッチ体操 

・初心者の卓球 

坂下 

・いやしのヨーガ 

・リズム＆かんたんなダンス 

・気功･太極拳教室 

・長寿を健康で楽しむ薬草教室 

・夏場の食生活について 

・冬に向けての健康管理 

東部市民 

 

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、スポーツによる心と体の健
康づくりの増進を図る。 
 

・太極拳で健康づくり 

・東洋医学は予防医学 
知多 

・薬草の不思議あれこれ 

・家庭でできる健康体操 

・八田川沿いの薬草観察 

・太極拳入門 

・初めての太極拳 

・初めてのフォークダンス 

中央 

・ダンベル＆ストレッチ体力づくり教室

・健康と薬草教室 

・初心者のための中国気功法 

鷹来 

・初心者の卓球教室 

・初めてのゴルフ 

・自宅でできる健康体操 

・卓球（ラージボール）の楽しみ方 

坂下 

・健康体操教室 

・マイクロエアロビクス 

・いきいき生きよう！ 

・ボケ防止と若返り 

東部市民

 

公民館 

小中学校体育館や高校
運動場の地域への開放
（Ⅵ-２-③-９６-５）

小中学校体育館や高校運動場の地域への開放を促進し、
身近でスポーツに親しめる場を提供した。 
・小中学校体育館 53校 
 延べ利用日数  １５，７０５日 
 延べ利用者数 ３４７，６２０人 
・高校運動場    ７校 
 延べ利用回数     １０１回 
 延べ利用者数   １，４８４人 

小中学校体育館や高校運動場の地域への開放を促進し、
身近でスポーツに親しめる場の提供を進める。 
・小中学校体育館  53校 
延べ利用日数  １６，１８９日 
延べ利用者数 ３５５，３６８人 

・高校運動場 ７校 
 延べ利用回数     １２４回 
 延べ利用者数   １，５００人 

体育課 

スポーツ指導者の養成
（Ⅵ-２-③-９６-６）

 指導者を必要としているスポーツ団体に、専門的知識を
身につけたスポーツ指導者を紹介する「スポーツリーダー
バンク」の人員層の拡大・拡充をめざした。 
（平成１４年３月末実績） 
・スポーツリーダーバンク登録者 ３３人 

 指導者を必要としているスポーツ団体に、専門的知識を
身につけたスポーツ指導者を紹介する「スポーツリーダー
バンク」の人員層の拡大・拡充をめざす。 
（平成１５年12月末実績） 
・スポーツリーダーバンク登録者 ３３人 

体育課 



 ７４

体育指導委員の資質の
向上 
（Ⅵ-２-③-９６-７）

 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った。 
・体育指導委員 ７４名 
（内 男５２名・女２２名 ※各小学校区１～２名） 

 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。 
・体育指導委員 ７１名 
（内 男５０名・女２１名 ※各小学校区１～２名） 

体育課 

生活習慣病、更年期障
害などの保健指導の充
実 
（Ⅵ-２-③-９７-１）

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
制を充実した。 
（Ⅵ－２－③－９５－３「健康診断、健康教育の充実」の
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
制を充実する。 
（Ⅵ－２－③－９５－３「健康診断、健康教育の充実」の
再掲） 

健康まもる課 ９７ 
心身の健康管理に対応
した相談体制の充実 

養護教諭、スクールカ
ウンセラーの配置の拡
充 
（Ⅵ-２-③-９７-２）

・スクールカウンセラー派遣 小学校21校に年10回 
中学校15校に年19回 

・心の教室相談員      小学校17校に週３回 
中学校12校に週２回 

・養護教諭の複数配置校 
 春日井小学校、不二小学校、中部中学校 
 （平成１３年度 中部中学校、柏原中学校） 
・カウンセリング実技研修会 
 平成14年８月７日（水）、８日（木） 
・カウンセリング技術向上研修会 
 平成15年１月21日（火） 

・スクールカウンセラー派遣 小学校21校に月１回 
中学校15校に月２回 

・心の教室相談員      小学校17校に週３回 
中学校９校に週２回 

・養護教諭の複数配置校 
 春日井小学校、不二小学校、中部中学校 
・カウンセリング実技研修会 
 平成14年８月５日（火）～８日（金） 
・カウンセリング技術向上研修会 
 平成15年２月４日（水）予定 

学校教育課 

 



 ７５

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 事業内容 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

９８ 
有害メディアの規制 

有害図書やビデオの規
制 
（Ⅵ-３-①-９８-１）

性差別につながる有害図書やビデオが家庭に持ち込ま
れないようにするため回収等に努めた。 
・「少年愛護の箱」（ＪＲ勝川駅、春日井駅、神領駅、高蔵
寺駅、名鉄味美駅（15年2月廃止））からの有害図書の
回収・・・年１２回 回収冊数2,782冊 

 （内、有害図書668冊、ビデオ91本、ＣＤロム６枚、
ＤＶＤ17枚） 

・図書類自動販売機に関する実態調査（4箇所 9台） 
 図書類自動販売機に収納しているアダルトビデオ、図
書、玩具類の販売・取扱状況を調査し、県に情報提供し
た。 

性差別につながる有害図書やビデオが家庭に持ち込ま
れないようにするため回収等に努めている。 
・「少年愛護の箱」（ＪＲ勝川駅、春日井駅、神領駅、高蔵
寺駅 ４駅）からの有害図書の回収・・・年１２回 回
収冊数（12月末現在）2,123冊 
（内 有害図書300冊、ビデオ８本、ＣＤロム９枚 、
ＤＶＤ14枚） 

・図書類自動販売機に関する実態を調査し、県に情報提供
を行っている。 

青少年女性課 
少年センター 

人権を尊重した啓発活動等の展開をした。 
人権週間（１２／４～１２／１０）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・高揚を図った。 
・なやみごと人権相談 
 件数 ７５件（男 ２１人、女 ５５人） 
 内容 家事、民事 他 
・特別なやみごと人権相談 
 件数 ３件（男２人、女１人） 

人権を尊重した啓発活動等の展開をした。 
人権週間（１２／４～１２／１０）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・高揚を図った。 
・なやみごと人権相談（４月～12月） 
 件数 ６３件（男１３人、女５１人） 
内容 家事、民事 他 

・特別なやみごと人権相談 
 件数 ３件（男１人、女２人） 

生活課 ９９ 
メディア・企業への働
きかけ 

人権を尊重した情報発
信への働きかけ 
（Ⅵ-３-①-９９-１）

企業に対し、人権尊重の視点に立った情報発信が行われ
るよう、性別に基づく固定観念の伝達防止など啓発を行っ
た。 
・かすがい市女性情報紙「はるか」を全戸配付するととも
に市内事業所（204社）に送付した。 

（Ⅰ－１－①－１－１「女性情報紙（はるか）の発行」の
再掲） 

・「かすがい男女共同参画プラン」（ダイジェスト版）の事
業所への配付  

（Ⅰ－１－②－４－１「啓発資料の作成・提供」の再掲） 

企業に対し、人権尊重の視点に立った情報発信が行われ
るよう、性別に基づく固定観念の伝達防止など啓発を行
う。 
・かすがい市男女共同参画紙「はるか」を市内事業所（202
社）に送付した。 

（Ⅰ－１－①－１－１「女性情報紙（はるか）の発行」の
再掲） 

青少年女性課 
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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 平成１４年度事業実績 平成１５年度事業予定（実績） 所 管 

１００ 
性差別表現をなくすた
めのガイドラインの作
成 

ガイドラインの作成 
（Ⅵ-３-②-100-１）

実績なし 実績なし 
※ 平成15年３月、内閣府男女共同参画局が作成した「男
女共同参画の視点からの公的広報の手引」を各所属に配
付し、ガイドラインとして活用している。 

青少年女性課 

１０１ 
広報など行政情報紙の
点検・見直し 

広報など行政情報紙の
点検・見直し 
（Ⅵ-３-②-101-１）

表現が男女いずれ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現やイラスト・写真での描写を
見直し・点検をした。 
広報春日井と同時に配付する全戸配付のちらしや町内

会・区長宛の文書などを広報広聴課へ合議をしてもらうこ
とで、点検・見直しを行った。 

平成１５年３月に男女共同参画局より配付された「男女
共同参画の視点からの公的広報の手引」をもとに、表現が
男女いずれ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
における具体的表現やイラスト・写真での描写を見直し・
点検する。 
・「継続して実施」 

広報広聴課 
青少年女性課 

１０２ 
地域・企業への啓発 

性差別表現をなくすた
めの啓発 
（Ⅵ-３-②-102-１）

地域で活動する団体や企業などに、女性情報紙「はるか」
や「男女共同参画プラン」（ダイジェスト版）を配付し、
性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」の再掲） 

 
・「継続して実施」 

青少年女性課 
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春日井市男女共同参画推進条例 

平成 15 年 3 月 20 日  

春日井市条例第 9 号 

 

個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれており、本市においても、その理念にのっとり、国内外

の動向を踏まえつつ、女性の地位向上に向けた施策を展開するとともに男女共同参画を推進し、すべての人々

が個人として尊重され、性別にとらわれることなくのびやかに暮らせる社会の実現に積極的に取り組んでい

る。 

しかし、男女の平等をはばむ社会の制度や慣行とそれを支える固定的な性別役割分担意識は依然として存在

し、社会のさまざまな活動における男女共同参画を達成するには、多くの課題が残されている。 

こうした状況を踏まえ、心豊かに生き生きと暮らせる春日井を築くには、男女が、これまでの役割にとらわ

れず、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野において対等な構成員として参画することが

できる男女共同参画社会を実現させることが重要である。 

21 世紀を迎えた今、男女が平等で互いに自立した人間として尊重され、共に責任を分かち合い、安心と生

きがいのある地域社会を目指して、私たちは、男女共同参画を一層推進することを決意し、ここに、この条

例を制定する。 

(目的) 

第 1 条  この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を

明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同

参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とす

る。 



 ７８

(定義) 

第 2 条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する

ことができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男

女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(基本理念) 

第 3 条  男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として、家庭、地域、学校、職場その他の社会

のあらゆる分野において行われなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女

が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。 

(2) 社会における制度又は慣行が性別による固定的な役割分担等を反映して男女共同参画の推進を阻害す

るおそれがあることから、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影

響を及ぼすことのないよう配慮されること。 

(3) 男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に、

共同して参画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活にお

ける活動とそれ以外の活動とを両立できるよう配慮されること。 

(5) 男女共同参画の推進に向けた取組は、世界的視野の下に行われること。 
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(市の責務) 

第 4 条  市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関す

る施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

2 市は、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携を図りながら協力して男女共同参画の推進に努めな

ければならない。 

(市民の責務) 

第 5 条  市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、男

女共同参画の推進に努めなければならない。 

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第 6 条  事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女共同参画の推進に努めな

ければならない。 

2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(男女共同参画を阻害する行為の禁止) 

第 7 条  何人も、次に掲げる男女共同参画を阻害する行為を行ってはならない。 

(1) 性別による差別的取扱い 

(2) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動によりその言動を受けた個人の生活環境を害すること又は性

的な言動に対する個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。) 

(3) ドメスティック・バイオレンス(配偶者等に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をい

う。) 

 



 ８０

(公衆に表示する情報への配慮) 

第 8 条  何人も、公衆に広く表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び男女間における暴力

を正当化し、及び助長する表現並びに過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。 

(基本計画の策定) 

第 9 条  市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の

推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。 

2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ春日井市男女共同参画審議会の意見を聴かなければ

ならない。 

3 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映するための必要な措置を講ずるも

のとする。 

4 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

5 前 3 項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第 10 条  市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女

共同参画の推進について配慮しなければならない。 

(参画機会の拡大及び積極的改善措置) 

第 11 条  市は、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、男女間に参画する機会の格

差が生じている場合は、市民及び事業者と協力し、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。 

2 市は、審議会等の委員を委嘱し、又は任命する場合は、できる限り男女の委員の数の均衡を図るよう努め

なければならない。 
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(市民及び事業者の理解を深めるための措置) 

第 12 条  市は、男女共同参画に関する市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動等を行うとともに、学

校教育、社会教育その他の教育のあらゆる分野において、男女共同参画に関する教育及び学習を促進するた

めの必要な措置を講ずるものとする。 

(市民及び事業者の活動に対する支援) 

第 13 条  市は、市民及び事業者が実施する男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報提供その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(調査研究) 

第 14 条  市は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため必要な調査研究を行うものと

する。 

(推進体制の整備) 

第 15 条  市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため必要な推進体制を整備するものとする。 

(実施状況の公表) 

第 16 条  市長は、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に関する報告書を作成し、これを公

表しなければならない。 

(市が実施する施策に対する申出) 

第 17 条  市民及び事業者は、市長に対し、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画

に影響を及ぼすと認められる施策についての意見を申し出ることができる。 

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、春日井市男女共同参画審議会に報告するとともに、適切

な処理に努めるものとする。 
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(男女共同参画を阻害する要因に係る相談) 

第 18 条  市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する要因によって人権が侵害された場

合における市民及び事業者からの相談があったときは、解決に向けて関係機関等と連携を図り、必要な措置

を講ずるものとする。 

(男女共同参画審議会) 

第 19 条  市長の諮問に応じ、基本計画の策定及び変更その他男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審

議するため、春日井市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況及び第 17 条第 2 項の規定により報告のあった事

項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。 

3 審議会は、委員 15 人以内をもって組織する。 

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 優れた識見を有する者 

(2) 市民 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

5 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10 分の 4 未満とならないものとする。 

6 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

7 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

(委任) 

第 20 条  この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 
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附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例施行の際、現に策定されているかすがい男女共同参画プランは、第 9 条第 1 項の規定に基づき策

定された基本計画とみなす。 

3 この条例施行の際、現に委嘱されている春日井市男女共同参画懇話会委員は、第 19 条第 4 項の規定に基

づき委嘱された委員とみなし、その任期は、同条第 6 項の規定にかかわらず、1 年とする。 

 

 


