
令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

「可児市男女共同参画プラン2023」進捗状況報告について

基本目標１　 人権の尊重と男女共同参画社会の実現に向けた意識改革

基本課題 （１）すべての人の人権尊重と男女共同参画意識の啓発

①人権尊重の意識高揚とメディアにおける人権の尊重
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
人権尊重意識の高揚
を図るための意識啓発

人権尊重意識の高揚を図る
ため、人権啓発センターを核と
した広報啓発と学習機会の充
実を図ります。

人づくり課

■人権講演会の実施
■子ども「ぬくもり教室」　年２校の実
施

・福祉センターにて、高齢者の人権講演
会を実施した。（参加者　86人）
・子ども「ぬくもり教室」は、人権啓発セ
ンターとともに、帷子小（3、4年生227
人）、兼山小（3、4年生19人）で実施し
た。

高齢者の人権講演会「高齢者の心元
気に！」には、健康意識の高い高齢者が
多数参加し、コロナ禍でのうつ・認知症
予防になった。
子ども「ぬくもり教室」にてわかりやすく
人権の啓発が実施できた。

B

■人権講演会の実施
■子ども「ぬくもり教室」年２回の実
施
■人権推進校の実施

2
表現ガイドラインの作成
と運用

刊行物等の作成にあたって、
男女共同参画の視点から適
切な表現を選択できるよう、表
現ガイドラインの周知に努める
とともに、必要に応じて内容を
見直し、活用を促進します。

人づくり課

■表現ガイドラインの周知、活用の促
進し、必要に応じて内容についても見
直していく

・表現ガイドライン内のイラスト(フリー素
材)の活用を促進した
・HPで公開した
・市政資料コーナーに資料を設置した

より実状に即したものにするため、定期
的に内容の見直しを行う

B

■表現ガイドラインの周知、活用の促
進し、必要に応じて内容についても見
直していく

3
広報紙、掲示物等に対
する事前チェック

市が発行する広報紙、パンフ
レット、チラシや庁内に掲示す
るポスター等に性差別につな
がる表現がないかを点検し、
不適切なものについては是正
していきます。

秘書広報課

■広報紙の点検と是正
・広報かにをはじめ、チラシなどの印
刷物について、常に適切な表現に努
め、校正時の点検で是正していく
■市政番組の点検と是正
・CATV・FM番組の放送について、常
に適切な表現方法を用い、チェックの
段階で不適切なものを是正していく

■広報紙の点検と是正
・広報かに９月号「講座の募集」記事の
校正において、「男性限定」、「男前」と
いう言葉を別の表現に修正した
■市政番組の点検と是正
・CATV文字放送５～６月放送分「市民
委員の募集」記事において、「募集人数
のうち一人は女性」という条件を無くす
よう、担当課に提案し、是正した

市が発行する広報紙、パンフレット、チラ
シや庁内に掲示するポスター等に性差
別につながる表現がないかを点検し、
不適切なものについては是正すること
ができた。

B

■広報紙の点検と是正
・広報かにをはじめ、チラシなどの印
刷物について、常に適切な表現に努
め、校正時の点検で是正していく
■市政番組の点検と是正
・CATV・FM番組の放送について、常
に適切な表現方法を用い、チェックの
段階で不適切なものを是正していく

4
公衆に表示する情報の
配慮

身近な環境における不適切な
性・暴力表現や、性別による固
定的な役割分担を助長するよ
うな表現について、その排除に
努めるとともに、有害図書等の
除去に取り組みます。

人づくり課

■書店、コンビニ、カラオケ店等への
定期的な立入り調査を行う

・年間を通し、立入り調査を8回実施し
た

市内の書店、コンビニ、カラオケ店では、
岐阜県青少年健全育成条例が十分周
知されており、有害指定図書類を置く店
舗は確認できなかった。 B

■書店、コンビニ、カラオケ店等への
定期的な立入り調査を行う

令和3年度
No. 評価具体的施策 概要 担当課
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令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規
■不適切な表現について、その排除
に努める。
【給食センター】
学校給食の献立について「給食だよ
り」と「給食時の放送用原稿」を作成
し、各学校に配付している。給食に関
して小中学校の児童生徒及びその保
護者に向けた情報発信を行っている。
原稿作成に際して、対象者を想定した
適切な内容と共に、学校で配付・使用
されるに相応しい言葉や表現である
かを吟味した上で作成する。

【高齢福祉課】
今後も、不適切な表現について排除
に努め、対象者に配慮する。

【給食センター】
学校給食の献立について「給食だより」
と「給食時の放送用原稿」を作成し、各
学校に配付した。給食に関して小中学
校の児童生徒及びその保護者に向けた
情報発信を行った。原稿作成に際して、
対象者を想定した適切な内容と共に、
学校で配付・使用されるに相応しい言
葉や表現であるかを吟味した上で作成
した。

【高齢福祉課】
・市民へ毎月発行している「包括だよ
り」と75歳以上の方は年２回発行して
いる「あんきクラブ便り」を作成。
高齢者に向けて発行することを考え、簡
潔明瞭でイラストなども取り入れた分か
りやすい内容であること、字体、文字の
大きさにも配慮して発行した。

【高齢福祉課】
今後も、不適切な表現について排除に
努め、対象者に配慮する。

【給食センター】
学校給食の献立について「給食だよ
り」と「給食時の放送用原稿」を作成
し、各学校に配付している。給食に関
して小中学校の児童生徒及びその保
護者に向けた情報発信を行っている。
原稿作成に際して、対象者を想定した
適切な内容と共に、学校で配付・使用
されるに相応しい言葉や表現である
かを吟味した上で作成する。

【文化財課】
不適切な表現についてその排除に努
めます。また、歴史的用語についても、
現代においてふさわしくないような表
現があった場合は、その都度精査した
上で、適切な用語に改めるように努め
ます。

【教育総務課】
作成文書等において不適切な表現と
なっていないか確認に努めた。

【教育総務課】
引き続き不適切な表現の排除に努め
る。

人づくり課

■パンフレット・チラシ等を情報コー
ナーに設置、配布する

・人づくり課発行の「少年センターだよ
り」にインターネットやスマートフォンの利
用について注意喚起を掲載した。また、
臨時号として、スマホの利用を振り返る
チェックリストを作成した
・市政情報コーナー、公共施設にリーフ
レットを設置した
・青少年の非行・被害防止全国強調月
間に合わせ、各連絡所等にてパンフレッ
トと啓発資材を配布した。

新型コロナウイルス感染症の影響で生
活様式が大きく変わったことにより、子
どもにとってもネット環境がなくてはなら
ないものとなっている。新しい生活様式
に合わせ、保護者の知識のアップデート
が必要となっている。 B

■パンフレット・チラシ等を用いて、啓
発を行う。
●青少年育成シンポジウムにおいて
情報モラルに関する講演会を開催す
る

子育て支援
課

■家庭教育学級生等を対象とした子
どもへの情報教育の必要性を学ぶ学
習会を実施する（子育てまなび講座
の活用）

・保護者対象の子育てまなび講座として
情報モラル講座を予定していたが、まん
延防止のため参集を中止。資料配布に
て実施した

保護者がスマホ利用による子どもの心
身への影響や実態を知り家庭での関わ
り方を見直す機会となった。 B

■家庭教育学級生等を対象とした子
どもへの情報教育の必要性を学ぶ学
習会を実施する（子育てまなび講座
の活用）

具体的施策 概要No.

各課

身近な環境における不適切な
性・暴力表現や、性別による固
定的な役割分担を助長するよ
うな表現について、その排除に
努めるとともに、有害図書等の
除去に取り組みます。

公衆に表示する情報の
配慮

4 B

情報モラル向上のため
の学習機会の提供

担当課
令和3年度

評価

メディアの適切な利用や主体
的な判断ができる能力を養う
ための機会の提供に努め、保
護者を通じて、子どもの情報モ
ラル向上を促進します。

5
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②男女共同参画について理解する環境整備
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
男女共同参画推進週
間の実施

毎年６月の男女共同参画週
間に講座等を開催するととも
に、関係機関との連携により
様々な機会を通じて男女共同
参画に関する意識啓発を図り
ます。

人づくり課

■男女共同参画推進週間（6.23～
6.29）
・講座の実施
・図書館展示
・各種メディアを活用してのPR

・6月26日、「輝ける私の応援講座～落
語に見る、男と女～」をオンラインで開催
し、11人の参加があった。
・6/18～30に、図書館においてパネル
展を行った。

「難しいテーマだが、落語であったので
関心が持てた」などの感想が寄せられ、
男性にも興味を持ってもらえる内容の講
座となった。
パネル展に合わせ、令和2年度に行った
子ども意識調査について新聞に取り上
げられた。

B

■男女共同参画推進週間（6.23～
6.29）
・図書館展示
・各種メディアを活用してのPR

2
条例の普及と基本計画
の周知

『可児市だれもが輝く男女共
同参画社会づくり条例』の内
容についてわかりやすく示し、
市民の理解促進を図るととも
に、可児市男女共同参画基本
計画の周知に努めます。

人づくり課

■条例の普及とプランの周知
・ダイジェスト版の配布
・講座やHPでの周知
■男女共同参画週間での周知

・市政資料コーナーや窓口へダイジェス
ト版を設置した
・男女共同参画推進週間のパネル展で
掲示した
・HPで周知した
・可児市男女共同参画プラン2023に
掲載した
・ケーブルテレビ可児の「いきマイ+プラ
ス」で周知した

様々な機会や手法で、広く周知していく
ことが必要。

B

■条例の普及とプランの周知
・ダイジェスト版の配布
・講座や各種メディアでの周知
■男女共同参画週間での周知

3
男女共同参画関係資
料の収集・提供

男女共同参画に関する国・
県・他自治体等の資料や統計
等を収集し、市民へ提供しま
す。

人づくり課

■国、県の男女共同参画に関する資
料、統計等の収集
■男女共同参画サロン、HP、市政資
料コーナーの充実

・男女共同参画週間のパネル展で、資
料や統計等を提供した
・県の講座の情報を積極的にHPで周
知した
・窓口周辺に国・県・市の関連資料を設
置した

資料や統計等を提供する場を増やし、
市民に広く情報が届くようにする工夫が
必要。

B

■国、県の男女共同参画に関する資
料、統計等の収集
■男女共同参画サロン、HP、市政資
料コーナーの充実

4
男女共同参画に関する
講座の開催

講座等を開催し、男女共同参
画に関する幅広い知識の浸透
を図ります。また、講座内容に
ついても、市民のニーズを反
映し充実を図ります。

人づくり課

■輝ける私の応援講座の開催
・市民意識の醸成につながる講座を
企画
・男性に向けた内容を実施する

・輝ける私の応援講座を3回開催した。
①落語に見る、男と女（参加者11人）
②自分らしい働き方を考える～適職診
断を通して自分を見つめなおそう～（参
加者8人）
③「大人の発達障がいの理解～パート
ナーとのコミュニケーションを考える～」
（参加者14人）

講座終了のアンケートでは、「大変良
かった」「よかった」が大半を占めてい
る。特に②③の講座については、さらに
内容を深めたい、このような講座をもっ
と開催してほしいとの意見が多くあっ
た。
また、①の講座には7人の男性の参加
があった。

B

■輝ける私の応援講座の開催
・市民意識の醸成につながる講座を
企画
●女性デジタル人材養成講座の開催
・女性活躍につながる講座を企画

5
多様な媒体を通じた広
報・啓発活動

広報紙やホームページ、コミュ
ニティＦＭ放送局、ケーブルテ
レビ等、様々な媒体を通じて男
女共同参画の重要性及び必
要性について広報・啓発を行
います。

人づくり課

■多様なメディアを活用し広報・啓発
を実施する。
・広報紙やHPを活用
■意識啓発副読本の配布

・ケーブルテレビ可児の「いきマイ+プラ
ス」で男女共同参画について広報した
・中学３年生を対象に、男女共同参画意
識啓発のための副読本を市内各中学
校に配付した（公民の授業で使用）

男女共同参画週間や人権週間を利用
した啓発をより充実させる

B

■多様なメディアを活用し広報・啓発
を実施する。
・広報紙やHPを活用
■意識啓発副読本の配布

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価
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③様々なハラスメントの防止と被害者への支援
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

人づくり課

■様々なハラスメントに関するパンフ
レットの設置・配布
・サロンや講座等でパンフレットを配
布し、啓発する
・啓発を行う媒体や機会の検討
■人権週間等での啓発

・男女共同参画週間のパネル展で、ハ
ラスメントについて啓発した
・中学3年生を対象に配布した副読本
で、ハラスメントについて記載した
・アンコンシャスバイアスについて、課長・
課長補佐を対象に職員研修を行った
（参加者21人）

ハラスメントの根底にあるアンコンシャス
バイアスについて、周知や学ぶ機会の充
実が求められている。

B

■様々なハラスメントに関する周知・
啓発
・パンフレット等の配布
・啓発を行う媒体や機会の検討
■人権週間等での啓発

産業振興課

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し
周知、普及を図る

・職場におけるハラスメント防止につい
て、国が発行する印刷物を掲示する等し
て啓発した
・Ｒ４からパワーハラスメント防止措置が
中小企業の事業主にも適用されること
を踏まえ、関係団体を通じて周知した

国の制度改正等の情報を適時に捉え、
対象者に確実に当該情報を知らしめる
ことが必要である。

B

■国の動向や関連情報を収集しつ
つ、関係団体とも連携しながら、印刷
物やホームページ等の各種媒体を活
用し周知、普及を図る

学校教育課

■各学校の職員資質向上研修会や
職員会議等で、1回以上指導等により
教職員への意識の定着を図る
■管理職がすべての職員と行う自己
啓発面談の場において、個々の職員
の悩みを聞き取り、ｾｸﾊﾗ、ﾊﾟﾜﾊﾗ防止
に努める

・各学校の職員資質向上研修会や職員
会議等で、教職員への意識の定着を
図った
・管理職がすべての職員と行う自己啓
発面談の場において、個々の職員の悩
みを聞き取り、様々なハラスメント防止に
努めた

学習活動や協働活動の場面における組
織・個人の指導について、具体的に考え
たり、児童生徒同士、教職員同士の関
わり方を考えたりして、向上することがで
きた。

A

■各学校の職員資質向上研修会や
職員会議等で、1回以上指導等により
教職員への意識の定着を図る
■管理職がすべての職員と行う自己
啓発面談の場において、個々の職員
の悩みを聞き取り、ｾｸﾊﾗ、ﾊﾟﾜﾊﾗ防止
に努める

2
様々なハラスメントに関
する相談体制の整備

学校や職場、地域に対し、様々
なハラスメントに関する適切な
対応を促進するよう周知を図
ります。また、必要に応じて関
係機関との連携のもと、相談
窓口の設置や、案内を行いま
す。

人づくり課

■男女共同参画サロンでの相談体制
の充実
・サロンカードの配布とPR
・広報（HP、広報紙等）の充実
・相談員、こども課との連携

・悩み相談・法律相談を開催し、相談窓
口を設置した
・悩み相談・法律相談について、案内
カードを作成し、関連する課や施設、大
型ショッピングセンター、保育園等へ配
布、また、HPや広報に掲載し相談体制
の周知を図った

ハラスメントについての悩み相談・法律
相談はなかった。
気軽に相談できる場所が必要。

B

■男女共同参画サロンでの相談体制
の充実
・サロンカードの配布とPR
・広報（HP、広報紙等）の充実

令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1

外国人市民の現状把
握と多言語による情報
提供・相談体制の充実

可児市多文化共生推進計画
に基づき広報やその他の情報
が外国人市民にも円滑に伝
わるよう、多言語による情報提
供や相談の実施に努めます。
性別に関わらず、就労や家庭
生活等に関する情報提供と相
談支援を行います。

人づくり課

■外国語版広報紙（ポルトガル語・英
語）を発行（月1回）
■生活相談・通訳・翻訳業務の実施
■フレビアのFacebookを活用して、
外国籍市民へ情報提供を行う

・外国語版広報紙（ポルトガル語・英
語）を月1回発行した。
・各種生活相談を行い、市役所
（17,977件）とフレビア（2,536件）で
20,513件の相談と329件の通訳及び
行政文書の翻訳を実施した。
・フレビアのFacebookを活用して、外国
籍市民へ情報提供を行った。

各種情報発信や相談・通訳・翻訳業務
を実施し、外国籍市民の支援を行った。
外国籍市民へわかりやすく情報発信し
ていく必要がある。

B

■外国語版広報紙（ポルトガル語・英
語）を発行（月1回）
■生活相談・通訳・翻訳業務の実施
■フレビアのFacebookを活用し、外
国籍市民へ情報提供を行う。
■外国籍市民意識調査を実施

評価

④多文化共生社会に対応した支援

評価

様々なハラスメント防止
のための意識啓発

学校や職場、地域における
様々なハラスメントの防止に向
け、パンフレット等を活用した
意識啓発を行い、管理者等に
対する研修等を実施します。

1

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

令和3年度
No. 具体的施策 概要 担当課
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⑤困難な状況に置かれた人々の人権を擁護するための環境づくり

（ひとり親、生活困窮者、ＬＧＢＴ等への理解促進）
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

こども課

■窓口手続きをはじめ様々な機会を
通じて制度や相談先などを紹介し、自
立支援につなげていく。関係機関や各
種団体と協働して実施する機会を設
ける

・相談や対応ケースを通じて把握した課
題について、関係部署や機関へのつな
ぎ、連携した対応を行った
・児童扶養手当手続きの機会を利用し、
各種制度の紹介、県自立支援センター・
ハローワークと協力した相談機会を設
けた

手続きの機会を利用し、自立支援セン
ターの相談会を実施した。
福祉関係部署による包括的相談機関に
参加しケースを共有することで、連携し
た支援方法を共有した。

B

■窓口手続きをはじめ様々な機会を
通じて制度や相談先などを紹介し、自
立支援につなげていく
■多機関連携による包括的支援体制
を強化する

福祉支援課

■児童扶養手当の適正な支給
ひとり親家庭の生活の安定と自立促
進のために児童扶養手当を支給す
る。
■福祉医療費の助成
母子家庭等、父子家庭(18歳までの
児童とその親)に対し、福祉医療費の
助成を継続して実施する

■児童扶養手当
 支給人数　　     618人
 支給額　319,795,470円

■福祉医療費の助成
母子家庭等
対象人数　　2,086人（月平均）
支給件数　　28,256人
支給額　　　　79,095,047円
父子家庭
対象人数　　169人（月平均）
支給件数　　1,812人
支給件数　　5,969,482円

■児童扶養手当の適正な支給
 児童扶養手当による経済的支援を行っ
た。

■福祉医療費の助成
母子家庭等、父子家庭（18歳までの児
童とその親）に対し、福祉医療の助成を
行った。

B

■児童扶養手当の適正な支給
ひとり親家庭の生活の安定と自立促
進のために児童扶養手当を支給する

■福祉医療費の助成
母子家庭等、父子家庭(18歳までの
児童とその親)に対し、福祉医療費の
助成を継続して実施する

2 ＬＧＢＴ等への理解促進
性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）に
関する理解の促進と相談支
援・情報提供を行います。

人づくり課

●男女共同参画サロンでの相談体制
の充実
・サロンカードの配布とPR
・広報（HP、広報紙等）の充実

・悩み相談・法律相談を開催し、相談窓
口を設置した
・悩み相談・法律相談について、案内
カードを作成し、関連する課や施設、大
型ショッピングセンター、保育園等へ配
布、また、HPや広報に掲載し相談体制
の周知を図った
・男女共同参画週間のパネル展におい
て、LGBTQ理解についての展示を行っ
た
・中学3年生を対象に配布した副読本
で、LGBTについて記載し、理解の促進
を図った

悩み相談・法律相談では、LGBTQに関
する相談はなかった。
岐阜県のLGBT専門相談の周知を行っ
ていく。
講座の感想にLGBTQ理解について学
びたいとの意見があり、引き続き情報提
供を行っていく。 B

■多様なメディアを活用し理解促進
のための広報・啓発を実施

■意識啓発副読本の配布

■相談支援体制の周知

No.

困難な状況の人たちへ
の総合的な支援

児童扶養手当や医療費の助
成等による経済的支援をはじ
め、各種相談や関係機関との
連携協力により、自立に向け
た総合的な支援に取り組みま
す。

1

具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価
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基本課題 （２）幼児期から生涯にわたる男女共同参画の理解の促進

①男女平等の視点に立った教育の推進と環境整備
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

学校教育課

■学校の全教育活動を通して指導す
るとともに、重点として道徳の時間、学
級活動において、意図的・計画的な指
導を進める
■市内の小中学校において、「ひびき
あい活動」を推進し、様々な取組を行
う。また全校の活動（集会・全校道
徳）等を行い、意識の向上を図る
■各学校の児童会や生徒会が中心
となって、生活の中で、「温かい言葉」
を使うことや仲間のよさを認める活動
を進める

・学校の全教育活動を通して指導すると
ともに、道徳の時間、学級活動を重点と
して、意図的・計画的な指導を進めた
・市内の小中学校において、「ひびきあ
い活動」を推進し、様々な取組を行った。
また全校の活動（集会・全校道徳）等を
行い、意識の向上を図った
・各学校の児童会や生徒会が中心と
なって、生活の中で、「あたたかい言葉」
を使うことや仲間のよさを認める活動を
進めた

「あたたかい言葉」を使ったり、仲間の
良さを認めたりする活動に児童会や生
徒会が中心となって取り組むことで、児
童生徒が主体となり、意識の高揚につ
ながった。
児童生徒の中に、相手の存在や立場を
尊重する意識が育ってきた。
係活動や話し合い活動、合唱などを通
して、問題を解決しながら互いを尊重
し、男女の区別なく取り組む力が定着し
てきた。

A

■学校の全教育活動を通して指導す
るとともに、重点として道徳の時間、学
級活動において、意図的・計画的な指
導を進める
■市内の小中学校において、「ひびき
あい活動」を推進し、様々な取組を行
う。また全校の活動（集会・全校道
徳）等を行い、意識の向上を図る
■各学校の児童会や生徒会が中心
となって、生活の中で、「温かい言葉」
を使うことや仲間のよさを認める活動
を進める

こども課

■保育園・幼稚園において、絵本や紙
芝居の読み聞かせを行う場合には男
女の平等や相互理解・協力の大切さ
を理解させるよう配慮する。また日ご
ろの園生活全般の中でも、理解させる
よう配慮する

コロナ禍により、人権擁護委員の訪問に
よる絵本の読み聞かせや寸劇の見学を
する事ができなかったが、日頃の園生
活において男女平等や相互理解・協力
の大切さを理解させる教育・保育活動
を実施している。

男女の平等、障がいや支援を要する園
児、外国籍の園児など、多様なこどもた
ちが一緒に園生活を送ることで、それぞ
れの子どもたちが交流し、互いを尊重し
た関係が持てるよう継続して促してい
く。

B

■保育園・幼稚園において、絵本や紙
芝居の読み聞かせを行う場合には男
女の平等や相互理解・協力の大切さ
を理解させるよう配慮する。また日ご
ろの園生活全般の中でも、理解させる
よう配慮する。

2

一人ひとりの個性を伸
ばすキャリア教育の実
施

子どもたちの自尊感情を育
み、性別にとらわれず多様な
選択ができるよう、一人ひとり
の個性を大切にしたキャリア
教育を実施します。

学校教育課

■学校教育において、性別に基づく
固定的役割分担意識の是正に継続
的に努める

・学校教育において、性別に基づく固定
的役割分担意識の是正に継続的に努
めた
・全教育活動において配慮を行なった

男女共同参画社会の実現に向けて、互
いに尊重し合い、相手を思いやる生活を
積み重ねることの大切さが定着してき
た。

A

■学校教育において、性別に基づく
固定的役割分担意識の是正に継続
的に努める

3
年齢に応じた性教育の
実施

学校において、人権尊重・男
女平等の視点に基づき、児童
生徒の発達段階に合わせた
性教育を年間指導計画に位
置づけ、推進します。

学校教育課

■性教育、人権尊重、男女平等の精
神は保健体育や特別活動の年間指
導計画に位置づけて指導する

・性教育、人権尊重、男女平等の精神は
保健体育や特別活動の年間指導計画
に位置づけて指導した
・養護教諭との連携による指導を工夫し
た

特に「いのちの教育」における講演や授
業で、命が芽生え、生まれてくるまで、そ
して、生まれるとき、生まれてから、たくさ
んの人に愛されていたことを改めて知
り、感謝の気持ち、自分を大事にする気
持ち、仲間や愛する人を大事にする気持
ちを持つことができた。

A

■性教育、人権尊重、男女平等の精
神は保健体育や特別活動の年間指
導計画に位置づけて指導する

4

学 校 教 育 を 通 じ た メ
ディア・リテラシーの育
成

学校教育の場において、イン
ターネットをはじめとする様々
なメディアが社会や生活に及
ぼす影響を人権尊重や男女
共同参画の視点から考え、理
解できるよう、情報化の進展に
対応したメディア・リテラシー
の向上を図ります。

学校教育課

■情報教育の時間を中心に、さまざま
な情報の取り扱いについて正しく活用
していく能力を指導する。また、家庭と
の連携をさらに深める

・情報モラルに関する授業を定期的に
行い、情報化の進展に対応したメディ
ア・リテラシーの向上を図った。

各学校での啓発により、保護者もネット
やSNSでの不適切な書き込みによる人
権被害のトラブル防止について学んだ。
また、中学校の技術・家庭科の授業で
は、情報モラル教育を指導計画に位置
づけ、計画的、かつ継続的に指導を行
なった。
家庭の意識向上を目指しているが、ネッ
トトラブルに巻き込まれるケースが多く
ある。

B

■情報教育の時間を中心に、さまざま
な情報の取り扱いについて正しく活用
していく能力を指導する。また、家庭と
の連携をさらに深める

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価

1
人権教育・男女平等教
育の実施

保育・学校教育の場におい
て、人権の尊重、男女の平等、
相互理解・協力、男女共同参
画に関する指導の充実を図る
とともに、一人ひとりの個性や
能力を尊重した教育を推進し
ます。
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令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

学校教育課

■学校図書購入に際し、男女共同参
画の視点を取り入れた選定に一層配
慮する

・学校図書購入に際し、男女共同参画
の視点を取り入れた選定に一層配慮し
た

学校司書の研修時に各校で購入の際
に配慮している点を交流し合うよう働き
かけることができた。

A

■学校図書購入に際し、男女共同参
画の視点を取り入れた選定に一層配
慮する

こども課

■保育園・幼稚園で購入する教材や
絵本等について、男女共同参画の視
点から点検を行い、影響や効果を考
えたものを購入していく

・保育園や幼稚園で購入する教材や絵
本等について、男女共同参画の影響や
効果を考え、性別に偏りがないように幅
広い種類の絵本等を購入するように配
慮した

男女共同参画の視点を取り入れた教材
が多くあり、それらを活用した保育活動
や働きかけを行っていく。

B

■保育園・幼稚園で購入する教材や
絵本等について、男女共同参画の視
点から点検を行い、影響や効果を考
えたものを購入していく

学校教育課

■「笑顔の学校」をスローガンに地域
や家庭と連携して進める。家庭教育に
関する学習機会や情報提供の際に、
男女共同参画の周知を行う。

・園児が園生活で身に着ける物品の色
に男女別の区分を排除することで、間接
的ではあるが男女共同参画への意識
づくりを推進した。

保育現場での男女共同参画への取り
組みは浸透しているため、保護者参画
行事等を通じ意識づくりを継続してい
く。 B

■園児の使用する教材や道具の色分
け等の男女区別を排除することや、園
行事でも男女区別をなくしている事に
おて、間接的に保護者に対し男女共
同参画に対する意識づくりを推進して
いく

子育て支援
課

■市内の地区センター、幼稚園、保育
園、小学校、中学校に家庭教育学級
を開設し、学習情報の提供を行う

・市内全43学級にて、家庭教育学級を
延べ203回開催し、延べ7,599人参加

多様な家庭教育学級を開設すること
で、多くの保護者に家庭教育の学習機
会や情報提供ができた。

B

■市内の地区センター、幼稚園、保育
園、小学校、中学校に家庭教育学級
を開設し、学習情報の提供を行う
●子育て情報マップを作成し、子育て
世帯に必要な情報を分かりやすくまと
めて周知する

こども課

■園児の使用する教材や道具の色分
け等の男女区別を排除することや、園
行事でも男女区別をなくしている事に
おて、間接的に保護者に対し男女共
同参画に対する意識づくりを推進して
いく

・園児が園生活で身に着ける物品の色
に男女別の区分を排除することで、間接
的ではあるが男女共同参画への意識
づくりを推進した。

保育現場での男女共同参画への取り
組みは浸透しているため、保護者参画
行事等を通じ意識づくりを継続してい
く。 B

■園児の使用する教材や道具の色分
け等の男女区別を排除することや、園
行事でも男女区別をなくしている事に
おて、間接的に保護者に対し男女共
同参画に対する意識づくりを推進して
いく

学校教育課

■夏休みの期間中を中心に、男女共
同参画社会の実現に向けて、教職員
を対象に研修の機会をもつ

・男女共同参画社会の実現に向けての
教職員研修は、資料を通して各校で研
修した

教育活動全般における配慮事項を確認
する機会となり、授業や係活動、行事に
おける指導や見届けの視点を確認する
ことができた。 B

■夏休みの期間中を中心に、男女共
同参画社会の実現に向けて、教職員
を対象に研修の機会をもつ

こども課

■可児市保育協会等で子どもたちの
育ちに関する研修会を計画する
・集合研修等において教職員・保育士
に対して男女共同参画や人権啓発を
行い、教育・保育現場へのフィードバッ
クを行う

・7月と11月に保育協会のオンライン研
修を実施して、子どもたちの育ちに関す
る研修を行った

男女共同参画意識をさらに高め、子ど
もの育ちに関する研修会の開催を計画
する。

B

■可児市保育協会等で子どもたちの
育ちに関する研修会を計画する
　集合研修等において教職員・保育士
に対して男女共同参画や人権啓発を
行い、教育・保育現場へのフィードバッ
クを行う

担当課
令和3年度

評価

5

保育・教育に関する保
護者への情報提供

家庭から男女共同参画の意
識づくりを進めるため、保護者
に対して家庭教育に関する学
習機会や情報提供の際に男
女共同参画の周知を行いま
す。

6

男女平等教育の視点
に立った玩具、教材等
の点検

学校や保育所・幼稚園で使用
する教材や絵本等の図書・備
品等について男女共同参画
の視点から点検を行い、選定
に配慮します。

No. 具体的施策 概要

保育士・教職員に対す
る啓発・研修の充実

男女共同参画を推進する教
育の充実に向け、教職員や保
育士への研修を行います。

7
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②多様な生涯学習の機会の提供
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

地域振興課

■出前講座「生涯学習　楽・学講座」
の一講座としてメニューに掲載し、広く
市民向けにPRを行う

出前講座のメニューをホームページに
掲載し、PRを行ったが、男女共同参画
に関する講座の希望はなかった。

引き続き講座メニューに掲載し、受講生
の募集する。

B

■出前講座「生涯学習　楽・学講座」
の一講座としてメニューに掲載し、広く
市民向けにPRを行う

人づくり課

■出前講座「生涯学習・楽・学講座」
の実施
■国・県の制度を利用した一般公開
講座の実施

・出前講座「生涯学習・楽・学講座」の
一覧に掲載したが、申し込みはなかった
・県主催の「女性のための起業講座（初
級編）」を可児市福祉センターで開催し
た

・身近な場で男女共同参画について学
べるよう、様々な機会を用意しておく。
・起業に対する意欲の高まりが感じられ
た。 B

■出前講座「生涯学習・楽・学講座」
の実施
■国・県の制度を利用した一般公開
講座の実施

2
男女共同参画に関する
図書の充実

男女共同参画に関する図書・
映像資料等を収集し、市内の
図書館において閲覧・貸し出
しを行います。また、学校との
連携や展示、団体貸し出しな
どを通じ、より一層の意識啓発
に努めます。

図書館

■男女共同参画関連資料の収集、展
示に努める
■「人権読み物」パックのPRに努め、
利用を進める

・男女共同参画関連資料の収集、展示
に努めた
蔵書の貸出数　1,310冊
１年間に受入した蔵書数157冊
・人権週間には、関連する本を展示した
りしたが、「人権読み物」パック利用はな
かった。

男女共同参画関連資料の収集、展示に
努めた。
コロナ禍のため学校の休校等で団体か
らのパック利用申込は昨年の半数以下
となり、「人権読み物」パックの利用もな
かった。今後も利用していただくよう、学
校司書と連携をして、学校へのPRに努
めた。

B

■男女共同参画関連資料の収集、展
示に努める
■「人権読み物」パックのPRに努め、
利用を進める

3
各種団体・グループ活
動への支援

男女共同参画に関して活動す
る各種団体・グループに対し、
情報提供等の活動支援を行う
とともに、グループ等のつなが
りづくり・ネットワーク化を推進
します。

人づくり課

■男女共同参画に関する各種団体と
の連携と支援
・後援や情報提供等を行う
・講座の案内等の配布
・活動団体、グループの把握

・市政資料コーナーにおいて、各種団体
の活動情報を提供した（チラシ、リーフ
レット等の設置）

子育て支援施設など、効果的な場所で
の情報提供を行うことが必要。

B

■男女共同参画に関する各種団体と
の連携と支援
・後援や情報提供等を行う
・講座の案内等の配布
・活動団体、グループの把握

評価

男女共同参画に関する
出前講座の実施

身近な地域で男女共同参画
の視点にたった学習の場を提
供するため、出前講座を実施
します。

1

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

8 / 32 



令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

基本目標２ 政策や方針決定の場での男女共同参画

基本課題 （１）政策や方針決定の場への女性の参画の促進

①市政運営における女性登用の促進
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

人づくり課

■女性市民委員登録制度の活用
■女性委員のいない審議会の解消へ
担当課への働きかけ

・女性市民委員候補者名簿の活用が、
７件あり、7人が市民委員等に就任し
た。
・「可児市における審議会等への女性
参画率向上のために実施マニュアル」
の見直しを行い、職員へ周知を行った。

・女性市民委員等の交代に候補者名簿
が利用されており、新規の就任には繋
がっていない。

B

■女性市民委員登録制度の活用
■女性委員のいない審議会の解消へ
担当課への働きかけ

■女性の積極登用につながる取り組
みを実施する。
【管財検査課】
・今年度は委員改選の年ではないが、
次年度以降も可能な限り女性を推薦
していただくよう依頼していく

【管財検査課】
・平成28年度に公正入札調査委員会
委員の女性委員を0人から2人に増員
した。H30年度に委員改選があったが
これを維持した。
・R1年中に女性委員が留学のため離
任したが、代わりの委員は男性となっ
た。
・R2年中に任期満了による委員改選が
あり６人中１人女性が再任され現状維
持となった。
・R3年は委員改選の年ではなかったた
め、現状維持となった。

【管財検査課】
・委員改正時は、警察、大学等に委員適
格者の推薦をお願いするが、必ずしも女
性が推薦されるとは限らない。

■女性の積極登用につながる取り組
みを実施する。
【管財検査課】
・今年度は委員改選の年となるため、
可能な限り女性を推薦していただくよ
う依頼していく。

【給食センター】
・学校給食の献立について「給食だよ
り」と「給食時の放送用原稿」を作成
し、各学校に配付している。給食に関
して小中学校の児童生徒及びその保
護者に向けた情報発信を行っている。
原稿作成に際して、対象者を想定した
適切な内容と共に、学校で配付・使用
されるに相応しい言葉や表現である
かを吟味した上で作成する。

【高齢福祉課】
・各種委員会において、現在の女性参
画率を維持する。

【給食センター】
「給食センター運営委員会」7月2月開
催予定であったが、新型コロナウイルス
の影響で書面での開催となった。委員
は13名内女性４名であった。
「給食用物資購入選定委員会」毎月1
回開催予定であったが、新型コロナウィ
ルスの影響で開催できなかった。委員は
３０名内女性２７名であった。
「献立作成委員会」毎月１回開催した。
委員は２２名内女性１９名であった。
「衛生管理委員会」委員総数9名（内
女性１名）、令和３年度は未開催であっ
た。
今後もＰＴＡや母親委員会、学校との連
携を取ることで、女性の参加を積極的に
進めていく。

【高齢福祉課】
■各種委員会において、現在の女性参
画率を維持することができた。

【高齢福祉課】
各委員会で求める人材とのすり合わせ
が課題となる。

B

【給食センター】
「給食センター運営委員会」「給食用
物資購入選定委員会」「献立作成委
員会」「衛生管理委員会」を実施して
いるが、学校からの推薦等もあり、女
性委員が多い。今後もＰＴＡや学校と
の連携を取ることで、女性の参加を積
極的に進めていく。

【高齢福祉課】
・各種委員会において、現在の女性参
画率を維持する

各課

女性市民委員候補者登録制
度の活用を促進し、市の審議
会等委員の女性比率を高め
るとともに、女性委員のいない
審議会等の解消を図ります。
また、委員の選出にあたって
は、公募制の導入や、既成の
団体からの登用に限らず幅広
く人材の発掘に努めます。

審議会等への女性の
積極的登用

評価

1

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度
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令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
審議会等への女性の
積極的登用

女性市民委員候補者登録制
度の活用を促進し、市の審議
会等委員の女性比率を高め
るとともに、女性委員のいない
審議会等の解消を図ります。
また、委員の選出にあたって
は、公募制の導入や、既成の
団体からの登用に限らず幅広
く人材の発掘に努めます。

各課

【上下水道料金課】
 ・令和３年度は委員の改選期となり、
推薦団体に女性委員の推薦を働きか
けながら進め、12名の委員のうち４名
の女性委員を維持する。

【文化財課】
・女性委員の参画率を維持するととも
に、女性委員を積極的に登用するた
め、日頃から人材の発掘に努めます。

【上下水道料金課】
 ・令和3年度は委員の改選期となり、推
薦団体に女性委員の推薦を働きかけな
がら進め、12名の委員のうち4名の女
性委員（構成比率33％）となった。

【教育総務課】
・教育委員会委員の改選にあたり、女性
委員を登用（再任）し、昨年度と同様の
女性参画率となった（４人中３人が女性
の教育委員）。

【上下水道料金課】
・委員の改選期だったが、4名の女性委
員の参画を維持することができた。

【教育総務課】
・教育委員会委員の改選にあたり、女性
の参画率が５割以上となるよう努める。

【上下水道料金課】
・現在の女性委員を維持する。

2
政策の各分野における
男女の視点の確保

性別による偏った事務分担の
見直しを行い、市のあらゆる政
策立案の場において、男女の
視点が反映されるように努め
ます。

人事課

■各職能に求められる資格基準に
沿った人事評価を行う
■人事評価に応じた昇給・昇格を行
う
■個人の特性や適性に応じた人事配
置を行う
■各種計画書策定に女性の意見が
反映するよう努める

・各職能に求められる資格基準に沿っ
た人事評価結果を基に、昇給・昇格等
を決定した
・適材適所な人事配置とした

それぞれの部署で、女性が能力を発揮
して業務に取り組める職場環境を整え
ている。
女性職員の活躍の場を広げた。

B

■各職能に求められる資格基準に
沿った人事評価を行う
■人事評価に応じた昇給・昇格を行
う
■個人の特性や適性に応じた人事配
置を行う
■各種計画書策定に女性の意見が
反映するよう努める

3
女性職員の意識・能力
向上のための研修

女性職員の管理職への意識
や能力を高めるような研修を
実施し、積極的な参加を促進
します。

人事課

■新型コロナウイルス感染症の状況
を注視しつつ、オンライン研修などを
積極的に行う。
■参加者　５名以上

・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、派遣研修の参加は見送ったが、女性
職員の意識・能力の向上のため、意図
的に女性をターゲットとした研修の参加
を推進している
育休復帰者を対象として、動画教材によ
る女性キャリアデザイン研修（オンライ
ン）を実施　３名

女性活躍が求められる背景や、長期的
な視点でキャリアを考えることを学び、
職員の意欲向上につながった。

B

■新型コロナウイルス感染症の状況
を注視しつつ、オンライン研修などを
積極的に行う
■参加者　５名以上

4
管理職への女性の積
極的登用

能力に応じた女性の管理職へ
の登用を促進するとともに、管
理職候補者の育成に努めま
す。また、女性職員の職域の拡
大にも努めます。

人事課

■昇任・昇格意欲を向上させる
■昇任・昇格の支障となる問題を把
握する

昇任者の内女性職員数。
○主査昇格者　18人中9人
○主任主査昇格者　3人中1人
○係長昇任者　5人中2人
○課長昇任者　5人中0人

次期係長候補となる主任主査昇格試験
に1人が合格した。しかし、保育士や保
健師については、昇任・昇格に対し消極
的な姿勢が目立ち、意欲向上につなが
る対策が必要である。

B

■昇任・昇格意欲を向上させる
■昇任・昇格の支障となる問題を把
握する

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価
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②事業者、市民団体等における女性の参画促進
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
事業者に対する女性管
理職登用促進

関係機関と連携し、市内の事
業者に対して、女性の管理職
登用促進に関する情報提供や
啓発を行います。

産業振興課

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し
周知、普及を図る

・必要に応じ、国が発行する印刷物を掲
示する等して啓発した

関連するチラシやパンフレットなど、効果
的な情報を収集し啓発することが必要
である。

B

■関連情報を収集しつつ、関係団体
とも連携しながら、印刷物やホーム
ページ等の各種媒体を活用し周知、
普及を図る

2
地域活動などの役員へ
の女性登用促進

自治会等に対して、役職者へ
の女性の登用促進に関する情
報提供や啓発を行います。

地域振興課

■自治会ハンドブックや自治会加入
促進チラシの更新時には、男女共同
参画の視点を取り入れた内容等を検
討していく

若い世代や女性を意識したデザイン等
を用いた自治会加入促進チラシを作成
し、自治会活動に関する情報提供や参
加促進に関する啓発を行った。

自治会や地域活動団体の長が輪番制
であることなどから、啓発に対して成果
を出すことが困難であり、引き続き継続
した情報提供や啓発が必要とされる。 B

■引き続き、自治連絡協議会等を通
じて、各自治会に対する情報提供や
啓発を行う

3

事業者、市民団体等に
対するポジティブ・アク
ションの情報提供

事業者や自治会等において、
女性の管理職や自治会役員
への登用が促進されるよう、情
報提供や啓発などにより働き
かけます。

人づくり課

■広報紙、パンフレット等を収集し、ポ
ジティブ・アクションに関する情報提供
を実施する

・HPにて情報提供を行った
・市政資料コーナーにおいて、情報提供
を行った

他課と連携し、事業者や自治会等がよ
り理解を深めることができるような情報
提供を行うことが必要。

B

■広報紙、パンフレット等を収集し、ポ
ジティブ・アクションに関する情報提供
を実施する

基本課題 （２）女性のエンパワーメントの支援

①女性の人材育成
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1

女性の能力開発のため
の情報・学習機会の提
供

女性の能力開発や必要な技
能の習得のため、関係機関と
の連携のもと、必要な情報や
関連する学習の機会を提供し
ます。

人づくり課

■輝ける私の応援講座の開催
・能力開発や必要な技能の習得につ
ながる内容で開催する

・輝ける私の応援講座のうち、第2回は、
「自分らしい働き方を考える～適職診断
を通して自分を見つめなおそう～」（参
加者8人）として開催した
・県主催の「女性のための起業講座（初
級編）」を可児市福祉センターで開催し
た

輝ける私の応援講座では、このような企
画の講座がなかなかないので、もっと開
催してほしいとの感想があった。また、こ
の講座後に県主催の起業講座へ繋が
る方もいた。

B

■輝ける私の応援講座の開催
・能力開発や必要な技能の習得につ
ながる内容で開催する
●女性デジタル人材養成講座の開催

2
女性市民委員候補者
登録制度の活用

女性市民委員候補者の人材
情報を個人情報に配慮しなが
ら収集・整理を継続し、情報提
供や意見交換会等を実施しま
す。

人づくり課

■女性市民委員登録リストの活用
■意見交換会の開催と情報提供の
実施

「私や子どもたちが、もっと暮らしやすい
可児市に！～未来を創る”男女共同参
画”～」と題し、女性市民委員講座をオ
ンラインで開催した。（参加者6人）

講座後のアンケートから、今後活躍して
いくための自信につながったとの感想
が多くあった。

B

■女性市民委員登録リストの整備
■意見交換会の開催と情報提供の
実施

令和3年度
評価

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価

No. 具体的施策 概要 担当課
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令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
女性の就業に関する情
報提供と再就職支援

関係機関との連携のもと、女
性の就業に関する相談窓口
等の情報提供等を行います。

産業振興課

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し
周知、普及を図る
■可児商工会議所による企業支援相
談を紹介し、女性の就職相談や再就
職に伴う支援を行う
■関係機関と連携し、女性の就業に
関するセミナー等の開催を通じ、ライ
フスタイルに見合った情報を提供する

・必要に応じ、国が発行する印刷物を掲
示する等して啓発した
・希望者からの問い合わせ等に対応し、
可児商工会議所の相談窓口を紹介した

関連するチラシやパンフレットなど、効果
的な情報を収集し啓発することが必要
である。

B

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し
周知、普及を図る
■可児商工会議所による企業支援相
談を紹介し、女性の就職相談や再就
職に伴う支援を行う
■関係機関と連携し、女性の就業に
関するセミナー等の開催を通じ、ライ
フスタイルに見合った情報を提供する

2 起業に関する情報提供

起業をめざす女性に対して、
関係機関との連携のもと、必
要な情報や関連する学習の機
会を提供します。

産業振興課

■市創業支援事業計画に基づき可
児商工会議所や県と連携し各種創業
支援を推進するほか、広報紙等で関
連情報の提供を行う
■可児ビジネスカフェにおいて、起業
に関する情報提供や相談を行なう

・創業支援事業計画に基づく支援を受
けた起業者を支援した
・必要に応じ、ビジネスカフェにおける女
性の起業相談に対応した

・特定創業支援を受けたことの証明（登
録免許税軽減措置等のため必要）：女
性１件、男性２件
・可児ビジネスカフェによる相談件数：
435件（男女含む）

B

■市創業支援事業計画に基づき可
児商工会議所や県と連携し各種創業
支援を推進するほか、広報紙等で関
連情報の提供を行う
■関係機関との連携の下、可児ビジ
ネスカフェにおいて起業に関する情報
提供や相談を行なう

評価

②エンパワーメントのための情報提供

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度
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令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

基本目標３ 男女が働きやすい環境の整備（女性活躍推進計画）

基本課題 （１）ワーク・ライフ・バランスの支援

①ワーク・ライフ・バランスについての啓発
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

人づくり課

■国、県からの情報やパンフレットを
収集し、法律・制度の周知を実施する

・市政資料コーナーにおいて、国・県から
のチラシ、リーフレット等を設置し啓発し
た

子育て支援施設など、効果的な場所で
の情報提供を行うことが必要。

B

■国、県からの情報やパンフレットを
収集し、法律・制度の周知を実施する

産業振興課

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し、
必要に応じ事業所への配付を行うな
ど周知、普及を図る

・必要に応じ、国が発行する印刷物を掲
示する等して啓発した

関連するチラシやパンフレットのみなら
ず、ホームページやすぐメールかにによ
るプッシュ通知等、効果的な情報を収集
し啓発することが必要である。

B

■感染症の影響による休校対応支援
制度の動向を踏まえ、教育委員会・関
係団体等とも連携しつつ、支援を要す
る市民に適切な情報提供を進める
■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し、
必要に応じ事業所への配付を行うな
ど周知、普及を図る

2
男性に向けての意識啓
発

ワーク・ライフ・バランスの推進
に向けて、特に男性の働き方
が見直されるよう、広報紙や
ケーブルテレビ等多様な媒体
を活用しながら意識啓発を行
います。

人づくり課

■多様な媒体を利用しての意識啓発
・HPの作成、広報での情報発信

・男女共同参画週間のパネル展におい
て周知した
・岐阜県のイクボス講座の募集につい
て、HP上に掲載した

子育て支援施設など、効果的な場所で
の情報提供を行うことが必要。

B

■多様な媒体を利用しての意識啓発
・HPの作成、広報での情報発信

産業振興課

■ワーク・ライフ・バランス推進に係る
セミナーを開催し、市内事業所等に向
けて働き方の見直しやワーク・ライフ・
バランス推進の重要性について啓発
を行う
■対面での情報提供や啓発が困難
な場合の効果的な手法を研究する

・感染症の影響を考慮し、事業所向けの
セミナーについては、ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する内容を実施することができ
なかった

ワーク・ライフ・バランスには多様な側面
があり、事業者のニーズを捉えながら
テーマを選定し提案していくことが必要
である。 C

■コロナ禍で加速している多様な働
き方について、ワーク・ライフ・バランス
推進の視点も含めたセミナーを開催
し、市内事業所等に向けて働き方の
見直しやワーク・ライフ・バランス推進
の重要性について啓発を行う

人づくり課

■ワーク・ライフ・バランスの重要性に
ついての情報提供

・男女共同参画週間のパネル展におい
て周知した
・岐阜県のイクボス講座の募集につい
て、HP上に掲載した

関係機関との連携をより密にして、情報
提供を行うことが必要。

B

■ワーク・ライフ・バランスの重要性に
ついての情報提供

国・県等との連携による
両立支援に関する市民
への啓発

国・県等関係機関と連携し、就
労と家事・育児との両立に関
する法律・制度の周知を図り
ます。

働き方の見直しに向け
た事業者への啓発

関係機関と連携し、ワーク・ラ
イフ・バランスの重要性につい
て事業者に働きかけ、啓発を
行います。

1

3

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価
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令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

②ワーク・ライフ・バランスを推進するための情報提供
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

子育て支援
課

■引き続き、mano及び関係機関・施
設の各機能を活用し、情報提供を行
う
■市民支援室での「ダブルケアカ
フェ」やダブルケアラーへの相談会開
催等を支援する

・mano内各所でのちらし配架、市民支
援室や子育て支援拠点での相談支援
等を通して、両立支援に役立つ情報提
供を行った
・市民支援室主催により、「ダブルケアカ
フェ」を６回計画し２回開催した。１組参
加。「ダブルケアラーズデイ」を17回計
画し12回開催。３組参加。いづれも参加
者は少数であった。

子育て世代が多く来館するmanoにお
いて、ソフト・ハード両面を活かした情報
提供ができた。
市民支援室主催の「ダブルケアカフェ」
等では有意義な懇談ができた。支援、
相談の場の一つとして認知度を高めら
れるよう活動を支援したい。

B

■引き続き、mano及び関係機関・施
設の各機能を活用し、情報提供を行
う
■市民支援室での「ダブルケアカ
フェ」やダブルケアラーへの相談会開
催等を支援する

介護保険課

■広報やホームページなどで、介護
保険制度や介護サービス内容を利用
者・介護者など各立場に応じた分かり
やすい情報提供を行なう

・ホームページ、対象者への個別通知、
窓口業務の際に、介護保険制度や介護
サービスの内容を分かりやすく情報提
供した

利用者及び介護者の視点に立った情報
の提供に努めていく。

B

■広報やホームページなどで、介護
保険制度や介護サービス内容を利用
者・介護者など各立場に応じた分かり
やすい情報提供を継続的に行なう

こども課

■広報やホームページなどで、保育
の内容を分かりやすく情報提供してい
く

・ホームページでは市内の園情報（公私
とも）を掲載し園の情報に更新があった
場合は速やかに更新している

公立保育園・幼稚園での新型コロナ感
染症に対する対応等を掲載し、各家庭
と連携した取り組みを行えるよう情報提
供した。 B

■広報やホームページなどで、保育
の内容を分かりやすく情報提供してい
く

健康増進課

■乳幼児健診や相談、訪問等で情報
提供を行う

・乳幼児健診や相談、訪問等で、子育て
や健康づくりに関する情報提供を実施
・けんこうだよりの発行、ホームページや
メール配信サービス（すぐメールかに）、
かにっ子ナビを利用した情報提供を実
施

各種乳幼児健診や相談、訪問等で対象
者への情報提供に努めた。また、けんこ
うだよりは年４回、広報かにに折り込み
各戸配布した。また、ホームページや
メール配信サービス、かにっ子ナビなど
のSNSを利用し、正確かつ迅速な情報
発信に努めた。

B

■乳幼児健診や相談、訪問等で情報
提供を行う

2
多様な就業形態に関す
る情報提供

短時間正社員やフレックスタイ
ム制など、生活様式に合わせ
た多様な就労形態について、
市民、事業者に向けて情報提
供を行います。

産業振興課

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し
周知、普及を図る
■ワーク・ライフ・バランス推進に係る
セミナーを開催し、介護休業制度の普
及につながる啓発を行う
■対面での情報提供や啓発が困難
な場合の効果的な手法を研究する

・必要に応じ、国が発行する印刷物を掲
示する等して啓発した
・感染症の影響を考慮し、事業所向けの
セミナーについては、ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する内容を実施することができ
なかった

関連するチラシやパンフレットなど、効果
的な情報を収集し啓発することが必要
である。

C

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し
周知、普及を図る
■ワーク・ライフ・バランス推進に係る
セミナーを開催し、多様な就労形態の
普及につながる啓発を行う

評価

両立支援のための保
育、介護サービスの情
報提供

就労と家事・育児・介護との両
立を支援するため、保育サー
ビス・介護サービスについての
情報提供を行い、適切な利用
促進を図ります。

1

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度
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令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

産業振興課

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し
周知、普及を図る。
■ワーク・ライフ・バランス推進に係る
セミナーを開催し、介護休業制度の普
及につながる啓発を行う。
■対面での情報提供や啓発が困難
な場合の効果的な手法を研究する。

・Ｒ４から育児介護休業法の改正に伴う
制度変更が実施されることを踏まえ、わ
くわくワークプロジェクト登録企業や関
係団体を通じて周知した。また、必要に
応じ、国が発行する印刷物を掲示する
等して啓発した。
・感染症の影響を考慮し、事業所向けの
セミナーについては、ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する内容を実施することができ
なかった。

・国の制度改正等の情報を適時に捉
え、対象者に確実に当該情報を知らし
めることが必要である。

B

■国の動向や関連情報を収集しつ
つ、関係団体とも連携しながら、印刷
物やホームページ等の各種媒体を活
用し周知、普及を図る。

人づくり課

■普及を図るための啓発
■HPやFB等を利用しての情報提供
■商工会議所と連携・情報共有

・市政資料コーナーにおいて、資料を設
置し、啓発を行った
・商工会議所への情報提供を行った

事業者に向けてより効果的に情報提供
を行えるよう、その方法や機会等につい
て他課と共同して行うことが必要。

B

■国、県の制度に関する資料、統計等
の収集
■多様なメディアを活用し理解促進
のための広報・啓発を実施

産業振興課

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し
周知、普及を図る
■ワーク・ライフ・バランス推進に係る
セミナーを開催し、介護休業制度の普
及につながる啓発を行う
■対面での情報提供や啓発が困難
な場合の効果的な手法を研究する

Ｒ４から育児介護休業法の改正に伴う
制度変更が実施されることを踏まえ、わ
くわくワークプロジェクト登録企業や関
係団体を通じて周知した。また、必要に
応じ、国が発行する印刷物を掲示する
等して啓発した。
感染症の影響を考慮し、事業所向けの
セミナーについては、ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する内容を実施することができ
なかった。

国の制度改正等の情報を適時に捉え、
対象者に確実に当該情報を知らしめる
ことが必要である。

B

■国の動向や関連情報を収集しつ
つ、関係団体とも連携しながら、印刷
物やホームページ等の各種媒体を活
用し周知、普及を図る

人づくり課

■商工会議所と連携・情報共有
■HPやFB等の情報を充実し利用促
進につなげる情報を提供する

・市政資料コーナー、男女共同参画サロ
ンにおいて、資料を設置し、啓発を行っ
た
・商工会議所への情報提供を行った

事業者に向けてより効果的に情報提供
を行えるよう、その方法や機会等につい
て他課と共同して行うことが必要。

B

■国、県の制度に関する資料、統計等
の収集
■多様なメディアを活用し理解促進
のための広報・啓発を実施

5

可児わくわくＷｏｒｋプロ
ジェクトの取り組み等の
情報提供

市内の企業・事業者に対し、
可児わくわくＷｏｒｋプロジェク
トの普及を図ります。また優良
企業について、ホームページ
等での紹介を行います。

産業振興課

■可児の企業魅力発見フェアについ
ては、感染防止対策を講じつつ実施
するとともに、参加する近隣の高校生
に取り組みを紹介する
■市内の優良企業について、広報紙、
ホームページや動画等各種媒体を活
用し周知・ＰＲする

・可児の企業魅力発見フェアについては
オンラインにより開催し、市内事業者の
動画資料をＹｏｕＴｕｂｅにより公開・提供
した（34事業者）。
・協定締結企業の情報をホームページ
に掲載する等周知した。

様々な手法を用い、登録事業所をはじ
めとする市内事業者の魅力を伝えること
で、ワーク・ライフ・バランスの重要性のＰ
Ｒとそれに取り組む事業所の認知度を
高めることが必要である。

A

■可児の企業魅力発見フェアについ
ては、感染防止対策を講じつつ実施
するとともに、参加する近隣の高校生
に取り組みを紹介する
■市内の優良企業について、広報紙、
ホームページや動画等各種媒体を活
用し周知・ＰＲする

評価

事業者への育児休業・
介護休業制度の普及
促進

男女がともに子育てや介護を
担い、仕事との両立が可能と
なるよう、事業者に向けて育
児・介護休業制度の普及を図
ります。

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

3

育児休業・介護休業制
度の利用促進

4

男女がともに子育てや介護を
担い、仕事との両立が可能と
なるよう、事業者に向けて育
児・介護休業制度の普及を図
ります。また市民に向けて、制
度の周知に努めます。
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令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

③男性中心型労働慣行等の変革への支援（長時間労働の是正等）
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
働き方への見直しに向
けた事業者への支援

ワーク・ライフ・バランスの推進
に関するセミナーを開催し、事
業者の取り組みを支援します。

産業振興課

■ワーク・ライフ・バランスの推進に関
するセミナーを開催し、事業者の取り
組みを支援する
■対面での情報提供や啓発が困難
な場合の効果的な手法を研究する

感染症の影響を考慮し、事業所向けの
セミナーについては、ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する内容を実施することができ
なかった。

ワーク・ライフ・バランスには多様な側面
があり、事業者のニーズを捉えながら
テーマを選定し提案していくことが必要
である。 C

■ワーク・ライフ・バランスの推進に関
するセミナーを開催し、事業者の取り
組みを支援する

基本課題 （２）就業の場での男女共同参画の推進

①企業・事業者に対する意識啓発
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
就業の場における実態
の把握

可児ワクワクＷｏｒｋプロジェクト
において、企業ヒアリングを実
施し、市内の企業等における
女性の雇用と就業実態の把
握に努めるとともに、啓発等に
活かします。

産業振興課

■企業の経営・雇用状況調査を実施
し、雇用と就業実態を把握する

わくわくＷｏｒｋプロジェクトに関する企業
訪問は、感染症の影響を考慮し、オンラ
インによるヒアリングのみとした。
月例の市内企業調査等を通じ、感染症
の影響を踏まえた雇用及び就業実態の
把握を進めた。

女性の雇用や就業実態の情報を啓発
等に適切に活用することが必要である。

C

■企業の経営・雇用状況調査を実施
し、雇用と就業実態を把握する

産業振興課

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し
周知、普及を図る
■ワーク・ライフ・バランス推進に係る
セミナーを開催し、就業の場における
男女協同参画の促進につながる啓発
を行う
■対面での情報提供や啓発が困難
な場合の効果的な手法を研究する

・必要に応じ、国が発行する印刷物を掲
示する等して啓発した
・感染症の影響を考慮し、事業所向けの
セミナーについては、ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する内容を実施することができ
なかった

関連するチラシやパンフレットなど、効果
的な情報を収集し啓発することが必要
である。

C

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し
周知、普及を図る
■ワーク・ライフ・バランス推進に係る
セミナーを開催し、就業の場における
男女協同参画の促進につながる啓発
を行う

人づくり課

■パンフレット・チラシ等を設置、配布
■ＨＰ等での周知、ポスターの展示を
行う

・男女共同参画週間のパネル展におい
て周知した
・HPで情報提供した

事業者に向けてより効果的に情報提
供、啓発を行えるよう、その方法や機会
等について検討していく必要がある。

B

■国、県の制度に関する資料、統計等
の収集
■多様なメディアを活用し理解促進
のための広報・啓発を実施

評価

女性活躍推進法等の
周知

市内の企業・事業者に対し、
女性活躍推進法、男女雇用機
会均等法の周知を図り、職場
における待遇の改善に向けた
啓発を行います。また、就業の
場における男女共同参画の促
進に努めます。

具体的施策 概要 担当課
令和3年度

2

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価

No.
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令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

②多様な就業形態への男女共同参画の取り組み
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
パートタイム労働法、派
遣労働法等の周知

市民、事業者に対し、パートタ
イム労働者、派遣社員など身
分が不安定な労働者の労働
環境整備のため関連する法律
や制度の周知に努めます。

産業振興課

■関連情報を収集しつつ、印刷物や
ホームページ等の各種媒体を活用し
周知、普及を図る

・必要に応じ、国が発行する印刷物を掲
示する等して啓発した

関連するチラシやパンフレットなど、効果
的な情報を収集し啓発することが必要
である。

B

■関連情報を収集しつつ、関係団体
とも連携しながら、印刷物やホーム
ページ等の各種媒体を活用し周知、
普及を図る

2

自営業、農林・商工業
等における男女共同参
画の推進

自営業、農林・商工業等にお
いて、従事する家族が合意し
てともに経営にあたるように啓
発します。家族経営協定につ
いては、情報提供を行うととも
に、締結への支援を行います。

産業振興課

■総会及び研修会において「家族経
営協定」を締結するよう働きかける

・新型コロナウイルスの影響で総会及び
研修会が開催できず、家族経営協定の
働きかけが十分できなかった

他課と協同し、制度の周知、普及を推進
する。

C

■総会及び研修会において「家族経
営協定」を締結するよう働きかける

③企業・事業者における男女共同参画を後押しするしくみづくり
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
入札参加資格審査に
おける加点措置の実施

企業・事業者における男女共
同参画に関する取り組み状況
を公共事業の入札参加資格
審査にあたっての考慮事項と
し、加点措置を行います。

管財検査課

■引き続き競争入札参加資格者名簿
の建設工事の格付けにおいて、男女
共同参画に関する取り組みを行って
いる事業者に加点措置を行っていく

・競争入札参加資格名簿の建設工事の
格付けにおいて、男女共同参画に関す
る取り組み（女性技術者または40歳以
下の若手技術者の在籍、及び「住みご
こち一番・可児に向けた企業登録及び
協定制度」への登録）を行っている事業
者に加点措置を行っている

R4.4.1現在
○対象事業者数　62社
　・住みごこち一番登録　32社
　・女性・若手技術者　20社

B

■引き続き競争入札参加資格者名簿
の建設工事の格付けにおいて、男女
共同参画に関する取り組みを行って
いる事業者に加点措置を行っていく

評価

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度
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令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

④働く女性の就業継続とキャリアアップ支援
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
起業に関する情報提供
と支援

起業をめざす女性に対して、
関係機関との連携のもと、必
要な情報や関連する学習の機
会を提供します。

産業振興課

■市創業支援事業計画に基づき可
児商工会議所や県と連携し各種創業
支援を推進するほか、広報紙等の媒
体を活用し関連情報の提供を行う
■可児ビジネスカフェにおいて、起業
に関する情報提供や相談を行なう

創業支援事業計画に基づく支援を受け
た起業者を支援した。
必要に応じ、ビジネスカフェにおける女
性の起業相談に対応した。

特定創業支援を受けたことの証明（登
録免許税軽減措置等のため必要）：女
性１件、男性２件
可児ビジネスカフェによる相談件数：
435件（男女含む）

B

■市創業支援事業計画に基づき可
児商工会議所や県と連携し各種創業
支援を推進するほか、広報紙等の媒
体を活用し関連情報の提供を行う
■可児ビジネスカフェにおいて、起業
に関する情報提供や相談を行なう

2

可児わくわくWorkプロ
ジェクトの取り組み等の
情報提供

市 民 に 対 し 、 可 児 わ く わ く
WorkプロジェクトBOOKを配
布し、取り組みの普及を図りま
す。

産業振興課

■従来からの手法にとらわれることな
く、多様な手法を用いて普及啓発を進
める

・新規登録事業所や協定締結事業所の
推移を踏まえ、ホームページのみでの啓
発とした
・市内事業者の動画資料をＹｏｕＴｕｂｅ
により公開・提供し（34事業者）、各事
業者とその動画資料へのアクセス方法
を記載したパンフレットを作成した
・協定締結事業所の情報をホームペー
ジに掲載する等周知した

様々な手法を用い、登録事業所をはじ
めとする市内事業者の魅力を伝えること
で、ワーク・ライフ・バランスの重要性のＰ
Ｒとそれに取り組む事業所の認知度を
高めることが必要である。

B

■引き続き、従来からの手法にとらわ
れることなく、多様な手法を用いて普
及啓発を進める

評価No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度
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令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

基本目標４

基本課題 （１）男女がともに家事、育児、介護できる環境づくり

①男女がともに家庭生活を担う意識づくり
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

人づくり課

■男性の意識を高める内容を取り入
れた講座を実施

・6月26日、「輝ける私の応援講座～落
語に見る、男と女～」をオンラインで開催
し、11人中7名男性が参加した

「難しいテーマだが、落語であったので
関心が持てた」などの感想が寄せられ、
男性にも興味を持ってもらえる内容の講
座となった。 B

■県主催の男性の意識を高める内容
を取り入れた講座を周知し、学びの環
境を整える

子育て支援
課

■家族の誰もが参加しやすい家庭教
育学級となるような工夫をするよう働
きかけを行う。（内容、日程、取組み方
など）

・コロナ禍のなか家庭でできる在宅型の
取組みを推奨し、幼稚園・保育園を中心
に開催できた
・乳幼児学級では、夫婦での参加が増
えてきた

在宅型の取組みにより、母親である学
級生だけでなく父親等家族で家庭教育
についての学びを共有できた。
動画配信など学びの機会を増やすこと
ができた。

B

■家族の誰もが参加しやすい家庭教
育学級となるような工夫をするよう働
きかけを行う（内容、日程、取組み方
など）
■ＨＰや母子モ等を活用して積極的
な情報周知を行う

こども課

●男性の積極的な家庭での役割分
担などについて、保育園やキッズクラ
ブを通じ共働き家庭に向けてチラシ等
の配布で周知をしていく

・男性の家庭における役割分担等の啓
発チラシをキッズクラブを通して配布し
た

チラシ等の配付機会を確保し、啓発を
進める必要がある。

B

■チラシ等の配付を行い、啓発を進
める

高齢福祉課

■認知症サポーター養成講座を定期
的に開催。職域、学校への周知を図
る。

■「地域支え合い・介護基礎講座」の
開催

・「地域支え合い・介護基礎講座」を開
催し高齢者への接し方、介護について
の学習の機会を提供した(1回開催27
人、残り3回はコロナ禍のため中止)

・「地域支え合い・介護基礎講座」受講
者のアンケートでの満足度は高く、中止
した講座にも、定員の受講希望者があ
り、講座への期待は高い。 B

■「地域支え合い・介護基礎講座」の
開催

介護保険課

■ホームページや窓口などで、介護
保険制度の周知を図るともに、各種
介護サービスを適切に利用していた
だけるよう情報提供を行なっていく。ま
た令和3年8月改正の内容について
は、対象利用者に個別に案内をすると
ともに、ＨＰで周知を行う。またケアマ
ネにも確実な周知を行う。

令和３年８月からの負担限度額の改定
等の情報について、対象者に個別に案
内をするとともにホームページで周知を
行った。また、ケアネット可児等を通じて
ケアマネに対し周知を行った。

制度改定について、周知を丁寧に行っ
たことで、大きな混乱もなく移行できた。

B

■次年度の改定についての情報は得
られていないが、引き続きホームペー
ジや窓口などで、介護保険制度の周
知を図るともに、各種介護サービスを
適切に利用していただけるよう情報提
供を行なっていく。

1

2

No. 具体的施策 概要

家庭と地域生活における男女共同参画の実践

男性の家庭生活への
積極的参加に向けた意
識啓発

男女がともに家族の一員とし
ての責任を持ち、積極的に家
庭生活での役割を担うことが
できるよう、男性への啓発活
動や情報提供を行います。

担当課
令和3年度

評価

介護への理解と情報提
供

要望に基づいて介護に関する
学習機会を提供し、介護保険
の周知を図るとともに各種介
護サービスの情報提供を行い
ます。
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令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

②子育て・介護支援体制の充実
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
多様な子育て支援サー
ビスの充実と情報提供

保護者の就労形態や地域の
ニーズに応じて、保育園での
低年齢児保育、延長保育、休
日保育、一時保育、病児・病後
児保育の特別保育の充実、ま
た、小学校での放課後児童健
全育成事業(キッズクラブ）の
充実を図るとともに、情報提供
を行います。

こども課

■今後も社会経済情勢に応じた保護
者ニーズに応え、子どもたちの育ちに
とって望ましい環境となるような体制
作りをしていく

・多様な保育環境の提供により、利用者
からの相談内容も多岐にわたり、関係
機関と連携し、子育てを支援した
・公立園でも土曜保育を開始した

保護者の家庭環境やニーズに沿った保
育、指導等を行い、訪れやすい、相談し
やすい雰囲気づくりに心がけ、応じてい
く。

B

■今後も社会経済情勢に応じた保護
者ニーズに応え、子どもたちの育ちに
とって望ましい環境となるような体制
作りをしていく

2
地域における子育て支
援の充実

地域子育て支援センターや児
童センターを、地域における子
育て支援の核となるよう充実
を図ります。また、ファミリー・サ
ポート・センター事業の利用を
促進します。

子育て支援
課

■各支援センター同士の情報共有、
連携の機会を設け、安心できる子育
て環境や相談体制の充実につなげる
■ファミリー・サポート・センターのサ
ポート会員確保の取り組み（子育て応
援講座の実施、サポート会員登録枠
の拡充）を継続

・市内計９箇所の地域子育て支援拠点
へ多くの子育て世代が来所した
【来所者数等】絆る～む7,243組、私立
保育園内4箇所計5,363組、児童ｾﾝﾀｰ
3箇所での相談件数約512件
・ファミリー・サポート・センターについて
は、年間延べ447件の利用があった

各支援センターで充実した支援がなさ
れ、子育て世代にとっての心強い相談先
となっている。
ファミリー・サポート・センターのサポート
会員確保が課題。 B

■各支援センター同士の情報共有、
連携の機会を設け、安心できる子育
て環境や相談体制の充実につなげる
■ファミリー・サポート・センターのサ
ポート会員確保の取り組み（子育て応
援講座の実施、サポート会員登録枠
の拡充）を継続

こども課

■高等職業訓練促進給付金、自立支
援給付金の支給
■家庭相談員による相談対応のほ
か、ひとり親家庭情報交換事業を開
催し、ひとり親家庭の情報交換や相談
の機会を作り、自立への誘導を行い
安定した生活の確保を支援する

・高等職業訓練促進給付金支給　５人
・自立支援教育訓練給付金支給　２人
・ひとり親情報交換事業開催　　　 ５回
・こども食堂の協力を得た食料支援を
行った

高等職業訓練促進給付金制度による
資格取得を図り、正社員への就労を支
援をした。
支援ひとり親家庭の情報交換会への参
加者が前年に比べて増加している。継
続した啓発で参加者の増加につなげ
る。

B

■高等職業訓練促進給付金、自立支
援給付金の支給
■家庭相談員による相談対応のほ
か、ひとり親家庭情報交換事業を開
催し、ひとり親家庭の情報交換や相談
の機会を作り、自立への誘導を行い
安定した生活の確保を支援する

福祉支援課

■児童扶養手当の適正な支給
ひとり親家庭の生活の安定と自立促
進のために児童扶養手当を支給す
る。
■福祉医療費の助成
母子家庭等、父子家庭(18歳までの
児童とその親)に対し、福祉医療費の
助成を継続して実施する

・児童扶養手当
 支給人数　　     618人
 支給額　319,795,470円

・福祉医療費の助成
母子家庭等
対象人数　　2,086人（月平均）
支給件数　　28,256人
支給額　　　　79,095,047円
父子家庭
対象人数　　169人（月平均）
支給件数　　1,812人
支給件数　　5,969,482円

・児童扶養手当の適正な支給
 児童扶養手当による経済的支援を行っ
た。

・福祉医療費の助成
母子家庭等、父子家庭（18歳までの児
童とその親）に対し、福祉医療の助成を
行った。

B

■児童扶養手当の適正な支給
ひとり親家庭の生活の安定と自立促
進のために児童扶養手当を支給する

■福祉医療費の助成
母子家庭等、父子家庭(18歳までの
児童とその親)に対し、福祉医療費の
助成を継続して実施する

評価

ひとり親家庭への総合
的な支援

児童扶養手当や医療費の助
成等による経済的支援をはじ
め、就労その他各種の相談や
関係機関との連携協力によ
り、総合的な支援を行います。

3

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

20 / 32 



令和3年度実績/令和4年度実施計画 【可児市男女共同参画プラン2023】

令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

子育て支援
課

■「子育て世代包括支援センター支
援マニュアル」に基づき、不安をかか
える方を関係機関が連携して支える
体制を強化する

「子育て世代包括支援センター」が行う
つなぐ支援が十分発揮できるよう、「支
援マニュアル」の共有を図り関係機関
の連携体制を継続するとともに、担当者
連絡会議による情報共有を行った。

３課及び関係機関の連携の意識を強化
し、今までも行ってきた取り組み内容に
ついて再確認できた。

B

■「子育て世代包括支援センター支
援マニュアル」に基づき、不安をかか
える方を関係機関が連携して支える
体制を維持する

こども課

■主任児童委員が中心となって、地
域と連携しながら子育てサロンを実施
する。
■子育てサロンのPRチラシを４か月
児健診時に配布する

新型コロナウイルスの影響で子育てサ
ロンが中止となる期間がありましたが、
健診に訪れた方にＰＲチラシを配布しま
した。

引続き４か月健診等で子育てサロンの
ＰＲチラシの配布を行いたい。

B

■主任児童委員部会の活動支援と
地域子育てサロンの運営支援を行う
■子育てサロンのPRチラシを４か月
児健診時に配布する

健康増進課

■７か月児相談実施（１回/月）
■こども相談（２回/月）
■２歳３か月児はみがき相談（１回/
月）
■離乳食相談（２回/月）

・７か月児相談実施　12回実施　306人
・こども相談 　24回実施　620人
・2歳3か月児はみがき相談　　11回実
施　　40人
・離乳食相談　集団教育673人　個別相
談11人実施

保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士が
乳幼児相談を実施し、子育て中の保護
者の不安や心配を軽減し子育ての支援
をすることができた。 B

■７か月児相談実施（１回/月）
■こども相談（２回/月）
■２歳３か月児はみがき相談（１回/
月）
■離乳食相談（２回/月）

高齢福祉課

■民生児童委員による相談・支援
・日頃の見守り・訪問活動を通して、
地域住民の相談に応じ、必要に応じ
て関係機関へ繋ぐ。

〇民生委員児童委員による相談・支援
　・相談の実施　1,617件、
　　軽易な日常生活支援　393件
　・見守り訪問時に振り込め詐欺、熱中
症予防などの注意喚起

〇民生委員児童委員による相談・支援
　・日頃の見守り・訪問活動を通じて、地
域住民が抱える悩みや心配事などの相
談にのり、必要に応じて専門機関へ繋
いだほか、適宜福祉サービスなどの情
報を提供し、市民生活を支援した。
　今後も民生児童委員を地域の身近な
相談役として周知していく必要がある
が、同時になりて不足は大きな課題とな
る。

B

■民生委員児童委員による相談・支
援
・日頃の見守り・訪問活動を通して、
地域住民の相談に応じ、必要に応じ
て関係機関へ繋ぐ。
・主任児童委員部会の活動支援と地
域子育てサロンの運営支援を行う。

福祉支援課

■障がい者生活支援センター
障がいのある方の自立と社会参加の
促進を支援していく

相談件数：7,383件
支援区分認定調査：26件
各種教室等の開催：延べ300人

障がいのある方の自立と社会参加の促
進、家族の支援を行うため、相談支援や
障害福祉サービスの認定調査、各種教
室の開催などを行った。 B

■障がい者生活支援センター
障がいのある方の自立と社会参加の
促進を支援していく

4

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価

家事や子育て、介護に
関する相談体制の充実

子育て世代包括支援セン
ター、子育て支援センター、児
童センター、子育てサロン、地
域包括支援センター、障がい
者基幹相談支援センター、障
がい者生活支援センター、民
生委員児童委員、主任児童委
員等における相談活動を通
じ、家事や子育て、介護に関す
る精神的負担の軽減を図りま
す。
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基本課題 （２）地域社会での男女共同参画の推進

①地域における男女共同参画の意識づくり
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1

地域における固定的な
役割分担意識の解消
に向けた啓発

自治会等への情報提供や出
前講座等の実施を通じ、性別
による固定的な役割分担意識
の解消に向けた啓発を行いま
す。

地域振興課

■自治連絡協議会の中で、自治会や
地域活動における女性活躍につい
て、情報や意見交換を行う検討委員
会を開催し、その結果や内容等につ
いて、各自治会へ情報提供や啓発を
行う

自治連絡協議会において、女性委員を
登用した検討会を実施し、自治会活動
や地域活動における女性の参画等につ
いて意見交換を行い、必要性や今後の
課題等について自治連絡協議会と情報
の共有を図った。

高齢化の進行等により、自治会加入率
が低下する中、固定的な役割分担意識
にとらわれず、男女が様々な活動ができ
るよう、継続した取り組みが必要とされ
る。

B

■自治会や地域活動団体に対し、男
女共同参画における積極的な情報提
供や啓発を行う

②地域における男女共同参画に向けた支援
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1

男女共同参画を促進す
る子育てや介護、地域
の活動に関わる地域団
体への支援

子育てや介護、地域の活動に
関わる地域団体に対し、活動
が積極的に行われるよう助成
金に関する情報提供や、相談
等の支援を行います。

地域振興課

■まちづくり活動助成金
地域の自主的活動に関わる地域団
体に対し、活動が積極的に行われる
よう、まちづくり活動助成金により支援
する

申請のあった８団体に662,000円を交
付決定し、活動の支援を行った。

コロナ禍によって、地域団体が活動の中
止や縮小を余儀なくされ、地域活動の
衰退が懸念される。

B

■男女を問わず多くの方が、地域の
自主的活動に積極的に取り組めるよ
う、まちづくり活動助成事業による支
援を行う

評価No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価
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③男女共同参画の視点に立った防災の推進
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

防災安全課

■市民参加による水防訓練、防災訓
練の実施
■地域防災力向上に向けた啓発活
動の継続実施

新型コロナ感染症の影響により、規模を
縮小して水防訓練、防災訓練を実施し
た。

新型コロナの影響により、地域の防災活
動が縮小されているため、引き続き、地
域防災力向上に向けた啓発活動を実
施していく必要がある。 B

■市民参加による水防訓練、防災訓
練の実施
■地域防災力向上に向けた啓発活
動の継続実施

環境課

■可児市環境フェスタ
■環境パートナーシップ可児
■環境楽習塾

・環境フェスタは、コロナ感染拡大防止
のためオンラインで実施した
・環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ可児の取り組みとし
てヒメコウホネ保全活動、気温一斉観
測、カワゲラウオッチングを実施。里山の
日はイベントは中止してパネル展示を実
施。
・環境楽習塾を実施（５回実施　述べ43
名参加）

・減少したヒメコウホネの保全活動を６
月から翌年１月まで実施。気温一斉観
測には70名が参加、その他自動計測機
器により40カ所計測。環境フェスタのオ
ンライン開催には389人の閲覧があっ
た。

B

■可児市環境フェスタ
■環境パートナーシップ可児
■環境楽習塾

地域振興課

■広見地区だけではなく、他の地域
においても、今後も継続して地域に浸
透した活動ができるよう支援していく

まちづくり活動助成事業や、支え合い地
域づくり事業など、さまざまな分野にお
いて、男女を問わず多くの方が地域に
浸透した活動を実施することができた。

継続した地域活動が実施できるよう、活
動を支える担い手や後継者などの人材
育成及び男女共同参画に対する情報
提供等の支援が必要とされる。 B

■男女を問わず、世代や価値観の異
なるさまざまな人々が連携・協力しな
がら、持続可能な地域活動や地域づ
くりを実施できるよう支援を行う

2
女性の視点を反映した
防災計画の見直し

防災会議で女性委員を登用
し、地域防災計画の見直しを
行います。また防災計画に基
づいた各種マニュアル・手引
書等作成時には男女共同参
画の視点を配慮します。

防災安全課

■令和3年度においても防災会議を
実施予定であり、男女共同参画の視
点を配慮して、協議していく

防災会議委員に女性委員（4名）を委
嘱し、地域防災計画の改訂に伴う防災
会議（書面開催）を実施した。

男女共同参画の視点により防災計画の
審議をいただいた。
防災備蓄用の生理用品について、更新
期限を設けるとともに昼夜用別で備蓄
するよう改めた。

B

■防災会議委員の改定にあたって
は、女性委員の登用や比率向上に努
める

3
地域の防災活動の推
進

男女や年齢に関係なく、地域
の防災活動への幅広い参加
を呼びかけます。

防災安全課

■令和３年度においては、新型コロナ
ウイルス感染予防のため、講座の開
催方法の変更、もしくはWEBを利用し
た代わりとなる講座の開催を検討して
いる

新型コロナの影響により防災リーダー
養成講座が開催できなかったため、
youtubeを活用した防災動画配信によ
り、市民への防災啓発を実施した。

防災動画には、自治会や女性消防団、
防災活動に取り組まれる女性の方など
を講師に起用するなど、幅広い市民の
参加にも取り組んだ。 B

■男女や年齢に関係なく、地域で活
躍できる防災リーダーの育成を行う

防災活動、環境保全活
動、まちづくり等の分野
における男女共同参画
の促進

地域活動の活性化に向け、防
災活動、環境保全活動、まち
づくり等の各分野において男
女共同参画を進めるとともに、
人材育成や情報・学習機会の
提供に努めます。

担当課
令和3年度

評価

1

No. 具体的施策 概要
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基本目標５

基本課題 （１）男女が高齢期を安心して暮らせる環境づくり

①自立して生活できる環境づくり
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

高齢福祉課

■認知症予防と口腔機能改善のため
専門職を地域に派遣した教室を継続
開催する。
　また、地区センターや地縁組織・サロ
ンにて開催を予定する介護予防教室
を実施する。開催終了後は同教室を
地域主体で継続開催されるよう支援
を実施する。

・高齢者を対象に認知症予防教室を１
箇所で開催し、30名の参加があった
（残り1ケ所はコロナで中止）
・口腔、栄養、介護予防（お口健やか）
や運動（元気はつらつ）の専門家をコロ
ナ禍においても活動しているサロン等に
派遣。お口健やか教室3箇所、元気はつ
らつ教室12箇所で実施した。
・地域の集会所等で「まちかど運動教
室」を30箇所（イベント含）で実施した。

・サロンを主体とし、地域での新しい介
護予防の場が広がっている。
・まちかど運動教室については、高齢者
人口が多い（参加者が多い）地区に新
たな教室の設置に努める。

B

■認知症予防と口腔機能改善のため
専門職を地域に派遣した教室を継続
開催する。
　また、地区センターや地縁組織・サロ
ンにて開催を予定する介護予防教室
を実施する。開催終了後は同教室を
地域主体で継続開催されるよう支援
を実施する。

健康増進課

■お口健やか支援事業　未定
■おいしく歯歯歯　　６会場

・お口健やか支援事業　4会場　62人
・おいしく歯歯歯教室　　4会場　59人

感染症対策を行いながら高齢福祉課主
催のお口健やか支援事業、おいしく歯
歯歯教室で低栄養など食に関する知識
の普及啓発を行った。今後も高齢福祉
課と連携し具体的にわかりやすい普及
啓発を行う。

B

■お口健やか支援事業
■おいしく歯歯歯

2
地域における高齢者へ
の見守り

高齢者が住み慣れた地域で
暮らし続けられるよう、地域に
おける自主的支え合い活動等
を支援し、相互に助け合える
地域福祉活動を推進します。

高齢福祉課

■地域の見守りの普及・推進
地域の見守り活動の普及・推進を図
るため、協力者・協力事業者等の担い
手を確保するとともに、見守りによって
発見した要支援者の適切な支援に繋
げる。

・地域福祉協力者の登録　82自治会、
409人。光陽台で説明会を開催した。
・地域見守り協力事業者の登録　195
事業所・団体。通報に対して適宜対応し
た。

・見守り協力者については、地域住民が
互いに支え合う地域福祉の基礎的な活
動となっており、地域で主体的に継続し
て取り組めるよう働きかけていく必要が
ある。
・見守り協力事業者については、多くの
目で地域の見守りが可能となっており、
今後も多種多様な事業の参加を働きか
けていく必要がある。

B

民生児童委員の一斉改選に伴い、任
期を終了する民生児童委員に対し、
地域福祉協力者の登録を依頼する。

高齢福祉課

■高齢者やこどもをはじめ弱者に対
する虐待の早期発見のための啓発事
業
民生児童委員の見回りにおいて、早
期発見のための心得やポイントを周
知する。

・コロナ禍のため集団での啓発事業は
実施できなかったが、包括だよりを毎月
発行する中で、詐欺被害情報や詐欺防
止啓発等を実施。
・各地域包括支援センターで権利擁護
の相談を371件受けた。（令和２年度
324件）

コロナ禍による経済的な困窮や家族問
題のこじれ等、権利擁護の相談件数が
多くなっている。
今後も機会を見つけて人権擁護の啓発
を実施する必要がある。

B

■高齢者やこどもをはじめ弱者に対
する虐待の早期発見のための啓発事
業
民生児童委員の見回りにおいて、早
期発見のための心得やポイントを周
知する。

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価

男女が心身ともに健康で自立した生涯を送る支援

1

3

健康増進・介護予防の
ための支援

生涯を通じて生活機能を維持
しながら自立して生活できる
よう、介護予防の知識の普及
と、効果的な介護予防事業の
提供を行います。

高齢者の人権擁護

高齢者に対する虐待の防止や
早期発見のため啓発事業の
実施や、関係機関が連携し、
特に女性の被害が多い現実
を踏まえながら、性別に関わら
ず、被害者への支援を行いま
す。
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介護保険課

■虐待等不適切な介護についての相
談、情報提供があった場合には、正確
な情報収集の上対応策の検討を行
い、適切な介護が提供されるよう働き
かけを行う。
引続き介護事業者職員向けに虐待防
止の留意点や職場環境の改善等に
ついて啓発していく。

虐待等不適切な介護についての相談、
情報提供に対して、正確な情報収集の
上対応策の検討を行い、適切な介護が
提供されるよう働きかけを行った。
介護事業者への集団指導の際に、令和
3年度制度改正内容に関連して、事業
所内での虐待防止の取り組み等につい
て周知を行った。

介護の現場では、常々､虐待防止･職場
改善の研修、啓発が継続され､介護職
員の意識にもその重要性が意識付けさ
れている。

B

■令和３年度の制度改正で、虐待防
止のための委員会の設置、指針の作
成、職員研修の実施等が義務化され
た。（3年間の経過措置）各事業所で
の取り組みが進むよう支援を行う

3 高齢者の人権擁護

高齢者に対する虐待の防止や
早期発見のため啓発事業の
実施や、関係機関が連携し、
特に女性の被害が多い現実
を踏まえながら、性別に関わら
ず、被害者への支援を行いま
す。
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令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

4
相談や支援体制の充
実

地域包括支援センターを中心
に、高齢者や介護に関する相
談・支援体制の充実に努めま
す。また、関係機関との連携を
図り、介護が必要な高齢者へ
の介護サービスの提供を行い
ます。

高齢福祉課

■高齢者の生活実態や必要な支援
を把握し、生活や介護に関する相談を
受け、適切なサービス、地域の支援に
つなげる。

もの忘れ困りごと相談を各地域包括支
援センターが地域の集会所等に出向い
て開催。81会場で60人の相談を受け、
サービス等につなげることができた。

相談件数としては少ないが、地域包括
支援センターの周知につながる活動で
もあるため、今後も地域に出向いて相談
の機会を設ける。 B

■高齢者の生活実態や必要な支援
を把握し、生活や介護に関する相談を
受け、適切なサービス、地域の支援に
つなげる。

地域振興課

■令和３年度は新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため、高齢者大学
およびクラブ活動はすべて中止とした

今まで地域振興課で行ってきた高齢者
大学及びクラブ活動及びクラブ活動は
中止しているが各地区センター（10館）
において高齢者対象の大学等講座を実
施した。

コロナ前の利用者の半数程となってい
るが、昨年と比較して少しずつ増えてい
る。引き続き高齢者対象講座や地域活
動の社会参加を支援していく。 B

■各地区センターを拠点に高齢者講
座や大学を実施して、男女ともに高齢
者が地域活動に参加しやすい場所で
学ぶ機会を支援していく

高齢福祉課

■認知症サポーター養成講座を定期
的に開催。職域、学校への周知を図
る。
■地域支え合い・介護基礎講座の開
催

・認知症サポーター養成講座を21回、
受講者数233人実施。
・地域支え合い・介護基礎講座を開催し
高齢者への接し方、介護についての学
習の機会を提供した。(1回開催27人、
残り3回はコロナ禍のため中止)

・職域、学校への講座の要望はあるが、
コロナ禍で実施できず。実施向けて今
後も関係機関との調整を図る必要があ
る。
・地域支え合い・介護基礎講座受講者
のアンケートでの満足度は高く、中止し
た講座にも、定員の受講希望者があり、
講座への期待は高い。

B

■認知症サポーター養成講座を定期
的に開催。職域、学校への周知を図
る。
■地域支え合い・介護基礎講座の開
催

②介護サービスの充実
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

介護保険課

■第8期介護保険事業計画に基づ
き、介護サービスの充実を図る

・第8期介護保険事業計画に基づき地
域密着型特別養護老人ホームの公募を
行ったが、応募事業者がなかった

第8期介護保険事業計画期間中（令和
５年度まで）に、地域密着型特別養護老
人ホームの開設ができるよう、引き続き
事業者からの相談に応じていく。

C

■第8期介護保険事業計画に位置付
けた地域密着型特別養護老人ホーム
の開設を目指すとともに、他のサービ
ス種別についても十分な提供ができ
るよう、サービス提供事業者への支援
を行う

高齢福祉課

■介護予防・生活支援サービスを充
実するため、短期集中型の訪問型
サービス導入に向け、調査結果を参
考にしながら、地域包括支援センター
や管理栄養士と話し合い、実際に利
用できる具体的な仕組みを検討する。

地域包括支援センターの会議で聞き取
りを行い、サービス導入に関しての知識
を深めた。

関係者よりサービス導入の必要性への
疑問と使いづらいとの声があった。その
ため、県内外の市町に実施内容や状況
調査を行った。 B

■介護予防・生活支援サービスを充
実するため、短期集中型の訪問型
サービス導入に向け、引き続き、調査・
協議を進める。

令和3年度
評価

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価

5

1

No. 具体的施策 概要

高齢者の生きがいづく
りへの支援

男女がともに高齢になっても、
地域社会の一員として、自ら
の生きがいのある人生をめざ
し、各種講座を活用しながら
学習したり、地域活動等の社
会参加することを支援します。

担当課

介護サービスの充実

介護の負担が女性に集中す
ることなく、介護を担う人が社
会の支えを十分に得ながら介
護をできるよう、各種サービス
等の充実を図ります。
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基本課題 （２）女性の生涯を通じての心と身体の健康づくり

①心と身体の健康づくりに関する意識啓発と教育
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

人づくり課

■リプロダクティブ・ヘルス／ライツに
関する意識の普及
・啓発文書の設置、配布
・HPの情報の充実

・男女共同参画週間のパネル展におい
て周知した
・HPで情報提供した
・市政資料コーナーへ啓発文書の設置
をした

啓発の手段や機会について、他課と連
携し、より効果的な方法を検討していく。

B

■多様なメディアを活用し理解促進
のための広報・啓発を実施

健康増進課

●マタニティ教室（２回）
●妊婦相談（６回）
■母子健康手帳交付時衛生教育（４
７回）※マタニティサロン、ベビークラ
スはR2度にて終了

・マタニティ教室　1回実施　3人
・妊婦相談　6回実施　12人
・母子健康手帳交付時衛生教育　48回
実施　389人

母子健康手帳交付時に衛生教育（集
団）や妊婦全員と個別面談を実施し、情
報提供や知識の普及を実施した。また、
訪問や個別面接時に知識の普及や心
配や不安の軽減になるよう実施した。

B

■マタニティ教室（４回）
■妊婦相談（４回）
■母子健康手帳交付時衛生教育（４
８回）

2

女性の健康をおびやか
す問題に関する知識の
普及と啓発

ＨＩＶ／エイズ、性感染症に対
する正しい知識を持ち、感染を
予防することができるよう、パ
ンフレット等による啓発や相談
の充実を図ります。また、女性
の健康をおびやかす病気の予
防・早期発見の啓発や情報提
供おこないます。

健康増進課

●マタニティ教室（２回）
●妊婦相談（６回）
※マタニティサロンはR2度にて終了

・マタニティ教室　1回実施　3人
・妊婦相談　6回実施　12人

訪問や個別面接時に知識の啓発や情
報提供を行った。
新型コロナ感染症の感染拡大状況を踏
まえて事業を実施し、事業時又は個別
対応にて啓発や情報提供を行った。

B

■マタニティ教室（４回）
■妊婦相談（４回）

②心と身体の健康づくりに関する支援
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

福祉支援課

■福祉相談会の実施
・心の病気に関する悩みや、ストレスな
どの日常生活上の精神的不安がある
方に対し、専門家による精神保健福
祉相談会（毎月第２・４水曜日）を継
続して実施する

日常生活において様々な悩みを抱える
方に対して、相談のきっかけ作りができ
た。また相談することにより、相談先の獲
得、相談者の心理的負担の軽減、関係
機関への引き継ぎなどの効果があった。

開催回数　12回（開催予定12回）
相談者数　延べ34人
対応者　　 市精神保健福祉士
　　　　　　　医療機関精神保健福祉士 B

■福祉相談会の実施
心の病気に関する悩みや、ストレスな
どの日常生活上の精神的不安がある
方に対し、専門家による精神保健福
祉相談会（毎月第２・４水曜日）を継
続して実施する

健康増進課

■精神保健福祉相談への参加
■年間を通じて福祉支援課と連携し
年間を通じて相談に応じる

・精神保健福祉相談への参加５回
・精神保健に関する相談11件

妊産婦から成人・高齢者等のメンタル
ヘルスについて、福祉支援課やこども課
と連携を図りながら対応している。今後
も福祉支援課を中心に連携しながら対
応していく。

B

■精神保健福祉相談への参加
■年間を通じて福祉支援課と連携し
年間を通じて相談に応じる

No. 概要 担当課
令和3年度

評価

担当課
令和3年度

評価

具体的施策

心の健康の保持増進

ストレスなどの日常生活上の
精神的不安に対し、県等との
連携のもと、専門家による相
談体制を整備します。

1

リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツに関する意
識の普及

リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツの概念が定着するよう、機
会をとらえて啓発を行います。

1

No. 具体的施策 概要
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令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

2
妊娠、出産に関する保
健対策・健康支援対策

安心して妊娠・出産ができる
よう支援するため、健康相談、
保健指導、栄養指導、歯科保
健指導などの母子保健サービ
スを充実します。

健康増進課

■妊婦一般健康診査
■妊婦歯科健康診査
■新生児・乳幼児家庭訪問
■産前訪問
■産後ケア事業
■乳児・１歳６か月児・３歳児健康診
査

・妊婦一般健康診査　10200件(交付
数)
・妊婦歯科健康診査　　181人
・新生児・乳幼児家庭訪問
    新生児訪問　497件
　　乳幼児訪問　延べ270件
・産前訪問　68件
・産後ケア事業（訪問型）延べ178件
　　産後ケア事業（通所型）延べ54件
・乳児・１歳６か月児・３歳児健康診査
2130人

安心して妊娠・出産・子育てができるよ
う妊婦一般健康診査14回分、妊婦歯
科健康診査1回分を実施した。またハイ
リスク妊婦については保健師・助産師に
よる産前訪問を実施し、産後の支援に
つなぐことができた。産後ケア事業の実
施により産後すぐの支援につながり心
配や不安の軽減となった。

B

■妊婦一般健康診査
■妊婦歯科健康診査
●産婦健康診査
■新生児・乳幼児家庭訪問
■産前訪問
■産後ケア事業
■乳児・１歳６か月児・３歳児健康診
査

3
女性特有のがん検診
の充実

がん検診についての普及啓発
や受診体制の整備により受診
を促進します。

健康増進課

■乳がん検診
■子宮頸がん検診

・乳がん検診　　　　2,934人
・子宮頸がん検診　3,294人

乳・子宮頸がん検診は２年に１回実施。
健診未受診者へ受診再勧奨を実施し
た。またがん予防に関する普及啓発を
実施。 B

■乳がん検診
■子宮頸がん検診

4
健康について気軽に相
談できる体制づくり

ライフステージごとに必要な健
康の保持・増進のための情報
提供や相談体制について充
実を図ります。また、更年期の
健康問題など、性差に応じた
相談・支援を充実します。

健康増進課

■成人定期健康相談の実施
■運動普及推進員による健康づくり
のための活動
■食生活改善推進員による食生活改
善活動

・成人定期健康相談を実施　12回94
人
・運動普及推進員による健康づくりのた
めの活動　　8回　延べ373人
　
・食生活改善推進員による地域での伝
達活動は野菜ファースト推進事業1回
(45人）、親子料理２回（26人）、お正
月料理３回（27人）

オンラインでの健康相談を取り入れた。
また利用者の健康の維持増進につなが
る健康相談に努めます。
新型コロナ感染症対策をとり健康づくり
のための運動の普及啓発を図った。
食生活改善推進員による各地区での食
育推進活動は新型コロナ感染症の感染
拡大状況に留意し活動する。

B

■成人定期健康相談の実施
■運動普及推進員による健康づくり
のための活動
■食生活改善推進員による食生活改
善活動

5 生活習慣病予防

各種健(検)診及び特定健診、
特定保健指導の実施等を通
じ、生活習慣病や健康障害の
発生を予防します。

健康増進課

■骨粗しょう症予防検診　40歳～70
歳の5歳ごとの指定年齢女性に実施
予定600人
■骨粗しょう症予防教室　55歳以上
の女性を対象に実施　予定40人
■歯周病予防検診　20歳～70歳の5
歳ごとの指定年齢に実施　予定
1,300人
■特定健康診査及び特定保健指導
予定5500人
国民健康保険加入者を対象に実施
受診者のうち特定保健指導が必要な
者に対し保健指導を実施

・骨粗しょう症予防検診　 　524人
・骨粗しょう症予防教室　 　　11人
・歯周病検診　　　　　　　　1,040人
・特定健康診査　　　　　　5,149人
・特定保健指導　　　　　　　145人
・高血圧予防教室　　　　　　39人
・脂質異常症予防教室　　　16人

骨粗しょう症予防検診受診者数は前年
度より増加した。予防教室は40歳代50
歳代前半者を対象に若い世代に向けて
より予防的な教室を実施。
歯周病検診受診者数は昨年度とあまり
変わらず20歳の受診率が低いため若
い世代の受診勧奨が必要。
特定健康診査については受診者数が
昨年度より増加したが、特定保健指導
については昨年度より減少した。今後も
継続して実施していく。
健診結果より対象者を絞って高血圧予
防教室、脂質異常症予防教室を実施し
た。

B

■骨粗しょう症予防検診　40歳～70
歳の5歳ごとの指定年齢女性に実施
■骨粗しょう症予防教室
■歯周病予防検診　20歳～70歳の5
歳ごとの指定年齢に実施
■特定健康診査及び特定保健指導
の実施
国民健康保険加入者を対象に実施
受診者のうち特定保健指導が必要な
者に対し保健指導を実施
■高血圧予防教室の実施
■脂質異常症予防教室の実施

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価
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基本目標６ 男女間の暴力の防止と被害者の支援（DV対策基本計画）

基本課題 （１）ＤＶを許さない・見逃さない地域社会づくり

①市民等への啓発・教育の推進
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

こども課

■街頭啓発だけでなく、拡散力の高
いSNSを活用して周知していく
■学校を通じて、こども世代に向けて
も普及を進める

・健診等の機会を利用してDV防止、女
性相談のパンフレット等による啓発を実
施。
・オレンジリボン運動の中で、SNSを活
用した虐待防止の啓発活動の実施
・学校、保育園、幼稚園を通じて体罰
（暴力）によらない子育ての啓発を実施

男女間の暴力防止だけでなく、保護者
の子育てを通じ、人権侵害にあたる暴
力を幼児期から防止していく必要性を
感じており防止につながる活動を引き
続き行っていく。

B

■街頭啓発だけでなく、拡散力の高
いSNSを活用して周知していく。
■学校を通じて、こども世代に向けて
も普及を進める。

人づくり課

■男女共同参画サロンや講座の開催
時の情報提供
■HP等を活用し、情報を提供し、正し
い知識の普及を図る
■啓発パネル展示（図書館）

・男女共同参画週間のパネル展におい
て周知した
・HPで情報提供した
・市政資料コーナーへ啓発文書の設置
をした

啓発の手段や機会について、他課と連
携し、より効果的な方法を検討していく。

B

■多様なメディアを活用し理解促進
のための広報・啓発を実施
■啓発パネル展示（図書館）

②デートＤＶ防止に向けた教育の推進
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

人づくり課

■教育現場との連携、情報共有を図
る
■意識啓発副読本への掲載
■講座、広報、啓発の実施

・HPにおける情報提供を実施した
・デートDVについて掲載された、意識啓
発副読本を中学３年生に対し配布した

デートDVについての意識啓発に加え、
加害・被害者となってしまった場合の相
談窓口の案内等もあわせて行っていく
必要がある。 B

■多様なメディアを活用し理解促進
のための広報・啓発を実施
■意識啓発副読本への掲載

学校教育課

■性教育、人権尊重、男女平等の精
神は保健体育や特別活動の年間指
導計画に位置づけて指導する。養護
教諭との連携による指導をさらに推
進する

性教育、人権尊重、男女平等の精神は
保健体育や特別活動の年間指導計画
に位置づけて指導した。養護教諭との
連携による指導を行った。

保健体育の時間に加え、「いのちの教
育」において、自分と同じように愛されて
生まれてきている人に対してどのように
接するべきか、他人の立場に立って考え
ることができた。

A

■性教育、人権尊重、男女平等の精
神は保健体育や特別活動の年間指
導計画に位置づけて指導する。養護
教諭との連携による指導をさらに推
進する

評価

市民等への啓発・教育
の推進

男女間のあらゆる暴力を防止
するため広報かにやホーム
ページ、街頭啓発、講座の開
催等により、正しい知識の普
及を図り、暴力は明らかな人
権侵害であるとの認識や理解
を広げ、社会の中で暴力を容
認しない環境づくりを進めま
す。

1

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

概要 担当課
令和3年度

評価

1

No. 具体的施策

デートＤＶ防止に向けた
教育の推進

教育現場と連携し、若年層に
向けたデートＤＶ講座等を開
催し、デートDVについての意
識啓発と予防及び防止に努
めます。
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基本課題 （２）安心して相談できる体制の整備

①相談体制の充実・相談窓口の周知
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

こども課

■啓発活動による相談窓口の周知を
継続するとともに、個別ケース対応の
中でも相談の機会や方法を広めてい
く

・子育て健康プラザ マーノにおいて、女
性相談のしおり等を配布し、啓発活動を
行った
・ＤＶ相談のべ件数 300件
・外国人の相談者の増加に対して、通訳
と連携し、対応した

外国籍の相談ケースが多くなっている
が、通訳が常時いる窓口であるため相
談を受けやすい体制ができている。

B

■啓発活動による相談窓口の周知を
継続するとともに、個別ケース対応の
中でも相談の機会や方法を広めてい
く

人づくり課

■安心して相談できる体制の案内・
周知
■こども課相談員等との連携・情報
共有
■外国人通訳の派遣

・悩み相談・法律相談を開催し、相談窓
口を設けた。
　悩み相談　28件
　法律相談　38件

・周知の手段や機会について、他課と連
携し、より効果的な方法を検討していく。
また、他の団体とも協力して、様々な相
談窓口の情報を提供できるようにする
必要がある。

B

■悩み相談・法律相談の開設
■外国人通訳の派遣

こども課

■「女性に対する暴力をなくす運動」
をはじめ様々な機会や媒体を活用し、
継続して相談窓口の周知に努める

悩み相談　33件、法律相談35件 DV等の相談先として周知されてきてい
るとともに、関係部署の相互連携により
相談先の紹介や支援ができている。 B

■「女性に対する暴力をなくす運動」
をはじめ様々な機会や媒体を活用し、
継続して相談窓口の周知に努める

人づくり課

■様々な機会や媒体を活用し、被害
が潜在化しないよう相談窓口の周知
を図る

・悩み相談・法律相談について案内カー
ドを作成し、関連する課や施設、大型
ショッピングセンター、保育園等へ配布、
また、HPや広報に掲載し相談体制の周
知を図った
・輝ける私の応援講座（3回）開催時に
チラシ等を配布した

周知の手段や機会について、他課と連
携し、より効果的な方法を検討していく。

B

■困難を抱える方が相談機関につな
がるよう、様々な手法で周知する。

②相談員の資質の向上と二次被害の防止
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1 相談員の資質の向上

各種研修会、講演会への参加
や専門家による助言・指導を
通じて、専門知識や技能の習
得を図るとともに、実務の中で
支援方針や加害者対策の検
討を行い、個別事情に応じて
適切に指導・助言できるよう
資質向上に努めます。また、Ｄ
Ｖ被害者への二次被害を防止
するため、研修などを通じて被
害者心理についての理解を深
めます。

こども課

■研修会等への参加を通じて知識の
習得、相談員同士の交流や連携によ
るスキルの向上

オンラインを利用し、様々な研修に積極
的に参加し、知識や対応方法を学んだ。

オンラインにより一度に多人数の参加が
可能となるなど利点を生かした研修の
活用をしていく。

B

■研修会等への参加を通じて知識の
習得、相談員同士の交流や連携によ
るスキルの向上

1

2

No. 具体的施策

安心して相談できる体
制づくり

DV被害者が潜在化しないよ
う相談しやすい窓口の設置
や、その他様々な相談窓口情
報・機会を提供し、被害者が
安心して相談できる体制の充
実に努めます。また、外国人被
害者については、通訳によりき
め細かな相談対応に努めま
す。

相談窓口の周知

「女性に対する暴力をなくす運
動」をはじめ様々な機会や媒
体を活用し、効果的な啓発方
法を工夫して相談窓口の周知
に努めます。

概要 担当課
令和3年度

評価

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価
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基本課題 （３）被害者の保護・自立に向けての支援の充実

①迅速・円滑な一時保護の実施と被害者情報の適正管理
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1
迅速・円滑な一時保護
の実施

警察や県女性相談センター、
民間機関等との連携を強化
し、被害者の安全確保を最優
先して迅速・円滑な一時保護
を実施します。また、支援に関
わる関係者間の情報共有は
必要最小限の範囲にとどめ、
適切に管理します。

こども課

■警察や県女性相談センターと連携
し、被害者の安全確保を最優先して
被害者の保護に努める

女性の一時保護　８件 被害者の安全確保のため警察や県女
性相談センターと常に連携できている
が、加害者と接触させないことには常に
細心の注意を払っている。

B

■警察や県女性相談センターと連携
し、被害者の安全確保を最優先しつ
つ、本人の意思を尊重した支援に努
めていく

市民課

■被害者の住所等が加害者に知られ
ることのないようDV、ストーカー行為
等に係る住民基本台帳の支援措置
対象者について、随時関係課へ情報
提供し、被害者情報の適正管理を図
ります

102件の支援措置手続きを行いました。 関係課、関係市町村が連携し、被害者
の住所等が加害者に知られることのな
いよう適正な情報管理ができています。

B

■被害者の住所等が加害者に知られ
ることのないようDV、ストーカー行為
等に係る住民基本台帳の支援措置
対象者について、随時関係課へ情報
提供し、被害者情報の適正管理を図
ります

こども課

■マイナンバー等の研修を受けるとと
もに法令を遵守した情報管理の徹底
に努める

マイナンバー制度や情報セキュリティに
関する研修を受講し、適切な情報管理
の徹底に努めた。

DV対応した被害者情報を適切に管理
できている。部署間でDV情報を取り扱
う際の確実な管理は常に注意するととも
に、適切な事務処理を常に確認してい
く。

B

■マイナンバー等の研修を受けるとと
もに法令を遵守した情報管理の徹底
に努める

②被害者の自立支援
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

1 ＤＶ被害者の自立支援

被害者の個別状況を十分理
解し、心理的ケアに努めるとと
もに、本人の意思を尊重した
支援を行います。また、被害者
が安全かつ早期に自立に向
けた生活が送れるよう他自治
体等との連携を図り、住宅の
確保や就労支援、各種手続き
支援に努めます。

こども課

■被害者の置かれている状況に合わ
せ、就労支援や施設入所、転出手続
き、入園、法律相談などきめ細かく支
援し、安全の確保、早期の自立につな
げる

現在、母子生活支援施設への入所措置
している世帯はないが、支援の中で必
要と考えたケースでは常に案内をしてい
る。

サポートの得られない被害者について、
施設の活用や各種支援サービスへのつ
なぎを行っている。

B

■被害者の置かれている状況に合わ
せ、就労支援や施設入所、転出手続
き、入園、法律相談などきめ細かく支
援し、安全の確保、早期の自立につな
げる

評価

被害者情報の適正管
理

被害者の住所等が加害者に
知られることのないようDV、ス
トーカー行為等に係る住民基
本台帳の支援措置について、
関係課が連携し、被害者情報
の適正管理を図ります。

2

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価
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基本課題 （４）関係機関との連携

①関係機関との連携
令和4年度

具体的な計画
■継続　●新規

実績 成果（効果）・課題
具体的な計画

■継続　●新規

こども課

■可児市要保護児童対策及びＤＶ防
止対策会議を通じて、関係機関の連
携による虐待やDVの防止、支援の実
施

可児市要保護児童対策及びＤＶ防止対
策会議を開催した。
・代表者会議　　1回
・実務者会議　　1回
・進行管理会議　4回

感染防止対策のため、時期や必要に応
じて書面会議や資料による事例検討な
どの方法を採った。状況に応じた方法
で、連携体制を維持・強化していく。 B

■可児市要保護児童対策及びＤＶ防
止対策会議を通じて、関係機関の連
携による虐待やDVの防止、支援の実
施

人づくり課

■こども課と連携を図り、適切な役割
分担のもと関係機関との協議調整を
図る

可児市要保護児童対策及びＤＶ防止対
策地域協議会において、被害者支援に
ついての協議調整を行い適切な役割分
担と連携を行った。

・引き続きこども課と連携し、必要に応
じ、法律相談や悩み相談を利用できるよ
うにしていく。

B

■こども課と連携を図り、適切な役割
分担のもと関係機関との協議調整を
図る

こども課

■研修会等を通じて民間支援団体の
活動を理解する。必要に応じて協働で
女性支援等の対応を行う。

・女性支援を行っているNPOの協力を
得て、DV相談や支援を行った。

・被害者への配慮や加害者を意識した
慎重な対応が求められるので細心の注
意を払う必要がある。

B

■研修会等を通じて民間支援団体の
活動を理解する。必要に応じて協働で
女性支援等の対応を行う

人づくり課

■民間支援団体との連携、情報収集
を図る

・民間支援団体からのチラシ等を市政
資料コーナーへ設置した。
・男女共同参画サロンの悩み相談での
相談で、必要なケースにおいて民間の
支援団体を案内した。

必要に応じて相談者に案内していける
よう、幅広く民間支援団体の情報収集
を行うことが必要。

B

■民間支援団体との連携、情報収集
を図る

ＤＶ被害者支援に関わ
る関係機関との円滑な
連携強化

可児市要保護児童対策及び
ＤＶ防止対策地域協議会にお
いて、被害者支援についての
協議調整を行い適切な役割
分担と連携を図ります。

民間支援団体との連
携・協働

民間支援団体と連携・協働す
るとともに、民間支援団体がそ
の特性を活かして継続的に活
動できるよう積極的に協力し
ます。

1

2

No. 具体的施策 概要 担当課
令和3年度

評価
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