平成２３～２５年度ウイズプランⅡ実施一覧 ＜ 市民協働でできること＞

知多市ウイズプランⅡ検証

基本目標１ 意識づくり

資料 ４

1 性別にとらわれず「自分らしく」生きられる意識づくり
取

組

掲載
ページ

意識を醸成するための
(1)
啓発活動

17

行動プラン（市民協働でできること）
様々な機会を利用した男女共同参画社会への意
識を醸成するための啓発

男女共同参画円卓会議

所管課
市民活動推進課
消防署

男女共同参画週間などを活用した周知・啓発活
市民活動推進課
動を実施

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

メモ欄

市民団体「ひまわりの会」と男女共同参画協働事業を実施した。
市民団体の協力を得て、講座や、講演会を実施した。また３つのコミュニティと協働し
講座を実施した。
消防本部等と連携し、消防団、自主防災組織、女性消防クラブ、少年消防クラブと防災
訓練等で消火訓練及び救急訓練を活用した啓発活動をした。
市民グループＫＩＳＳサイエンスが作成したデートＤＶ啓発パンフレットを市内中学
校、高校、看護専門学校の学生に配布した。

2 教育・学習の充実
取

(2)

組

掲載
ページ

行動プラン（市民協働でできること）

所管課

母子健康手帳交付の機会を利用して、ＮＰＯな
どが、“ウイズ”や地域で子育て支援を行って 健康推進課
いる団体などの情報を提供

性別役割分担について
の意識改革の推進

18
地域で、男女の区別なく子どもたちにかかわる
ことができる取組

乳幼児期における男女
共同参画意識の醸成

19

コミュニティ役員などに働きかけ、取り組みを支援した。

子育て支援課

市民委託の親子ひろば（常設型２ヶ所、移動型５ヶ所）を開催した。

市民活動推進課

市民協働提案事業「パパママ育児講座」の開催を支援した。
子育て団体と連携し意識啓発できるよう働きかけた。

子育て支援課

子どもの年齢別の親子教室(ふれあい親子あそびサロン・ミニミニサロン）を開催した。

健康推進課

乳幼児をもつ保護者を対象に出前講座を実施した。
乳幼児期の栄養、口腔、生活リズム、発達についての教室を実施した。

生涯スポーツ課

親子向けの出前講座と、「親子体力つくり教室」を開催した。

市民活動推進課
子育てや教育に関する学習機会の提供

子育て支援課
幼児保育課

学校教育期における男
(4)
女共同参画意識の啓発

19

中学生・高校生および保護者を対象にした男女
市民活動推進課
共同参画意識啓発講座の開催
中学生向きの男女共同参画リーフレットの作成
市民活動推進課
と活用

ライフステージに応じ
(5) た教育・学習機会の提
供

20

男女共同参画に関する研修・講座の企画運営と
効果的な取組

市民活動推進課
健康推進課

メモ欄

母子健康手帳交付や各種教室等母子保健事業実施時にウィズの活動や親子ひろば等に関
する情報を提供した。

市民活動推進課

出前講座や親子教室の開催

(3)

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

市民協働提案事業「パパママ育児講座」の開催を支援した。
子育て団体と連携し意識啓発できるよう働きかけた。
中学生と乳幼児のふれあい体験学習を実施した。（H23東部中・中部中、H24旭南中・八
幡中、H25知多中）
保育園において、中学生の体験学習、高校生ボランティアの受入れを行った。
市民グループと連携し、市内中学校、高校、看護専門学校に出前講座をＰＲした。
市民グループＫＩSSサイエンスが作成したデートＤＶ啓発パンフレットを市内中学校・
高校１年生、看護専門学校学生に配布した。
市民活動団体と男女共同参画協働事業、市民協働提案事業を実施した。
男女共同参画主催の講座や講演会を市民団体の協力を得て実施した。
市民協働提案事業「パパママ育児講座」での講話を実施した。
男女共同参画センター主催の講座でミニ講話を実施した。

3 女性に対するあらゆる暴力防止に関する正しい認識づくり
取

組

掲載
ページ

行動プラン（市民協働でできること）

21

ＤＶに関する研修・講座などの開催と正しい認
識の啓発
中学生・高校生および教員・保護者に向けた
デートＤＶ予防に関する
研修・講座などの開催と正しい認識の啓発
女性に関するあらゆる暴力の根絶に向けた情報
提供
女性に対する暴力をなくす運動週間における、
配偶者などからの暴力防止についての啓発

女性に対するあらゆる
(6) 暴力防止のための啓発
活動

所管課

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

市民活動推進課

市民団体と連携し、市内中学１年生、高校１年生、看護専門学校学生にデートＤＶ啓発
パンフレットを配布した。

市民活動推進課

市民団体と連携し、市内中学校、高校、看護専門学校にデートＤＶに関する出前講座を
ＰＲした。

市民活動推進課

市民団体と連携し、啓発パンフレットを配布した。

市民活動推進課

市民団体と連携し、啓発パンフレットを配布した。

メモ欄

4 男性の男女共同参画意識の推進
取

組

掲載
ページ

行動プラン（市民協働でできること）

所管課

男性向けや夫婦参加型の男女共同参画の学習や
市民活動推進課
相談の機会の提供
(7)

男女共同参画に対する
男性の理解の向上

22

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

メモ欄

３つのコミュニティと協働で防災講座「避難所運営シュミレーションゲーム」を開催す
ることで男女共同参画を体感した。
コミュニティや自治会が行なう防災講座「避難所運営シュミレーションゲーム」で避難
所での女性の視点を伝えるチラシを配布した。

男性に向けた情報紙の作成と配布
退職した男性の地域活動への参加促進

市民活動推進課

コミュニティ役員などに、大人の学校をＰＲした。企業を訪問し、大人の学校をＰＲし
た。

1/5

基本目標２ 環境づくり
5 性別にとらわれず「自分らしく」生きられる環境づくり
取

組

掲載
ページ

(8) 女性の自立支援の充実

23

(9) 男女の就労支援の充実

24

行動プラン（市民協働でできること）

所管課

男女共同参画に取り組む団体と情報交換できる
市民活動推進課
機会づくり
女性支援を行うグループ、団体、企業などと市
市民活動推進課
のネットワークの構築
社会貢献活動や社会的企業の起業による就労の
市民活動推進課
場の創出
関係機関と連携し、男女の就労支援や職業能力
商工振興課
の向上を図る講座や研修会などを開催

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

メモ欄

市民協働提案事業「パパママ育児講座」の開催を支援した。
市民団体と市民や市民団体が情報交換できる「おしゃべりドーナッツ」をウイズステー
ションで開催した。
WAIWAI交流会や市民活動フェアなど、交流の機会をを設けた。
市民活動センターと連携し情報を共有した。
ＮＰＯの実施する相談支援業務を支援した。
ＮＰＯと連携し若年者の就労を支援するための相談業務を実施した。

6 仕事と生活の調和づくり
取

組

掲載
ページ

ワーク・ライフ・バラ
(10) ンスに向けた情報提供
や講習会などの充実

25

長時間労働抑制への取
(11) 組・年次有給休暇取得
の推進

26

行動プラン（市民協働でできること）

所管課

事業者、ＮＰＯ、コミュニティ、市など関係
者、関係機関によるワーク・ライフ・バランス 市民活動推進課
の取組についての協議
市民団体との連携による男性の育児を応援する
市民活動推進課
ための啓発
商工会や職域団体との連携による長時間労働抑
商工振興課
制の啓発

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

メモ欄

市民活動フェアなど、市民が開催する協議の場に参加した。
市民協働提案事業「パパママ育児講座」や、市民団体が実施する講演会の開催を支援し
た。
商工会などと連携し、啓発資料（パンフレットやちらしなど）による情報提供を実施し
た。

7 子育て支援のための環境づくり
取

(12)

組

育児休暇制度の周知や
育児休暇取得の推進

掲載
ページ

27

行動プラン（市民協働でできること）
男性の育児休暇取得促進に関する情報収集、情
報発信
育児休暇などの取得者の子育て支援

所管課
市民活動推進課
商工振興課
商工振興課

子育てにかかわる様々な世代の交流機会の提供 子育て支援課
市民活動推進課
(13)

子育て支援環境の整備
と充実

男性の家事・育児などへの参画の働きかけ
28

子育て支援課
子育てネットワークの拡充

子育て支援課

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

メモ欄

市民協働提案事業「パパママ育児講座」や、市民団体が実施する講演会の開催を支援し
た。
商工会などと連携し、啓発資料（パンフレットやちらしなど）を活用し、改正育児・介
護休業法などの情報提供に努めた。
商工会などと連携し、啓発資料（パンフレットやちらしなど）を活用し、事業所などへ
改正育児・介護休業法などの普及活動に努めた。
市民委託の親子ひろば（常設型２ヶ所、移動型５ヶ所）を開催した。
市民協働提案事業「パパママ育児講座」や、市民団体が実施する講演会の開催を支援し
た。
年少～年長園児及び小学校１年～４年生の児童と父親とが一緒に遊ぶ機会を提供すると
ともに父親同士の交流を図った。
市民委託による子育て支援者のネットワークづくりの推進・会議、研修、イベントの実
施や子育て支援情報を発信した。

産じょく期ヘルパーなどによる子育て支援
8 高齢者・障がいのある人・外国人などが安心して暮らせる環境づくり
取

組

介護や障がいに関する
(14) 制度の周知や介護休暇
取得の推進

掲載
ページ
29

行動プラン（市民協働でできること）

所管課

介護や障がいに関する制度、介護休暇などの啓
福祉課
発
福祉課
ＮＰＯなどと連携し、高齢者や障がいのある人
緑と花の推進課
の社会参加・参画、生きがいづくりの支援

高齢者・障がいのある
(15) 人などの支援環境の整
備と充実

(16) 国際理解の推進

生涯スポーツ課

30

ＮＰＯなどとの連携による家族介護者の負担軽
減に向けた支援体制の構築
関係機関と連携し、長期間発見されない孤独死
抑止のための見守り活動の促進や相談体制の充 福祉課
実
30

外国人の地域社会への参加・参画支援

市民活動推進課

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

メモ欄

出前講座の実施、成年後見フォーラムを開催した。
地域福祉振興事業補助金、共生の場づくり協議費補助金、地域支え合い体制づくり事業
補助金により支援した。
園芸福祉活動による仲間づくりや生きがいづくりを推進した。
高齢者向けの出前講座と、地域高齢者スポーツ教室を３小学校区で開催した。

あんしんとなり組事業の推進、老人クラブの友愛訪問員による友愛訪問活動を実施し
た。
知多市国際ネットワーク協議会に多文化共生事業を委託し実施した。

2/5

9 生涯を通じた健康づくり
取

組

掲載
ページ

行動プラン（市民協働でできること）
ＮＰＯなどと連携した赤ちゃん訪問の充実

所管課
健康推進課

赤ちゃん訪問員の養成・育成を行い、赤ちゃん訪問員による訪問を行なった。

市民活動推進課

コミュニティや女性グループとの連携を図り、支援した。

健康推進課
健康を支援する体制の
(17)
充実

31

生きがいを持って生活するための居場所、健康
づくりの支援

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

生涯スポーツ課
幼児保育課

心身の健康づくりに関する出前講座を行った。成人の健康づくり教室を実施した。
教室参加をきっかけにして活動をはじめたグループの活動支援を行った。
出前講座を行なった。
教育委員会主催のスポーツ事業、スポーツ委員会主催の地域スポーツ事業の開催による
支援を行った。
市民団体と連携して保育園、幼稚園で在園児の保護者向けに食育講座を毎年２園開催し
た。

健康推進課

健康づくり教室や出前講座では、健康体操を取り入れて実施した。

生涯スポーツ課

総合型地域スポーツクラブの設立・運営支援、地域スポーツ事業・出前講座の開催によ
る支援を行った。

軽スポーツや健康体操などの健康づくり

メモ欄

10 暴力・虐待被害者などへの支援・体制づくり
取

組

掲載
ページ

行動プラン（市民協働でできること）

所管課
市民活動推進課

(18) 相談・支援体制の整備

32

暴力・虐待被害者の早期発見と支援のための体 福祉課
制づくり
子育て支援課

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

メモ欄

市民グループと連携し、啓発パンフレットを配布した。
高齢者・障がい者虐待防止ネットワークを充実させるとともに、相談センターで適切な
対応に努めた。
市民委託団体連携会議を設けて支援の必要な子ども（家庭）の情報を交換し、専門職に
よる相談につなげた。
早期虐待予防の取り組みとしてＨＦＡプログラムを取り入れた家庭訪問事業の地域シス
テムづくりを実施した。

3/5

基本目標３ まちづくり
11 わたしたち誰もが地域に参画できるまちづくり
取

組

掲載
ページ

行動プラン（市民協働でできること）
先進的な取組を行っているＮＰＯやコミュニ
ティなどの事例紹介と交流機会の提供

(19)

コミュニティ活動の推
進

33

34

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

市民活動推進課

ＮＰＯやコミュニティと連携し、積極的に事例紹介や交流機会の場を提供した。

予防課

消防署等と連携しコミュニティ等へ情報提供した。

市民活動推進課

ＮＰＯやコミュニティと連携し、取り組みを支援した。

防災安全課

コミュニティ等と連携し、各季運動期間中の交通安全・安全なまちづくり啓発やゼロの
日の街頭啓発活動を実施した。

福祉課
ＮＰＯやコミュニティと連携した安心・安全な
まちづくりへの取組
庶務課

市民団体相互あるいはコミュニティや市との
ネットワークの充実

(20) 市民活動の推進

所管課

メモ欄

赤十字奉仕団の活動を支援した。
予防課・消防署と連携し、各種防災訓練等で活動を支援した。

予防課

市民協働提案事業「みんなとマモルンジャーの防災作戦」を支援した。
庶務課・消防署と連携してコミュニティの自主防災訓練で消火訓練等の活動を支援し
た。

消防署

消防本部と連携してコミュニティの自主防災訓練で消火訓練及び救急訓練を実施した。

市民活動推進課

市民活動センターを拠点にした連携事業（市民活動フェア）を実施した。
市民協働促進事業やコミュニティ研究会で、市民団体やコミュニティが相互に学びあう
機会や情報共有の機会を提供した。

子育て支援課

子育て支援者のネットワークづくりの推進・会議、研修、イベントを実施した。

庶務課

消防団・予防課・消防署と連携し、コミュニティ活動を支援した。

予防課

出前講座等での防災に関する情報交換を行った。

市民活動推進課

市民活動センターを拠点にした連携事業（市民活動フェア）を実施し、男女共同参画関
連の市民活動団体の参画を得た。
男女共同参画関連の市民活動団体と情報を共有し事業の実施を支援した。

庶務課

女性消防団員を地域防災リーダーへ育成するための施策を検討した。

学校と地域が協働しての青少年の居場所づくり

男女共同参画の視点を取り入れた事業の実施

コミュニティ・市民団
(21) 体の役員などへの女性
登用の推進

35

市民活動やコミュニティ活動への女性の登用を
市民活動推進課
推進する研修会などの実施
コミュニティや市民団体などの役員への女性登
市民活動推進課
用の働きかけ

連絡協議会などの機会を活用し、女性のコミュニティ会長から情報を発信した。
連絡協議会などの機会を活用し、積極的な女性登用を働きかけた。

12 政策・方針決定の場への男女の参画体制づくり
取

組

審議会や意思決定の場
(22) などへの女性参画の推
進

(23)

管理職などへの女性登
用の推進

掲載
ページ

36

行動プラン（市民協働でできること）

審議会などへの女性参画の促進

所管課

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

総務課

明るい選挙推進協議会において、委員の半数程度を女性とした。

市民活動推進課

市民団体主催の事業へ参加し、意見交換を行った。

都市政策課
都市計画課

都市計画審議会委員に女性の参画を推進した。

メモ欄

36
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基本目標４ 計画推進の体制づくり
13 計画の推進体制
取

組

掲載
ページ

行動プラン（市民協働でできること）

(24) 計画の評価・公表体制

37

定期的な行動計画の検証と見直し

(25) 推進体制

38

ウイズプランⅡに関する検討会の開催や計画の
推進のための体制の整備

掲載
ページ

行動プラン（市民協働でできること）

39

女性の職場復帰など、ライフプランニング支援
のための取組

所管課

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

メモ欄

所管課

市が市民協働で取り組んだ具体的内容

メモ欄

14 “ウイズ”の機能充実
取

(26)

組

女性のライフプランニ
ング支援

男女共同参画に取り組む人や団体のネットワー
クづくり
(27)

ネットワークづくりの
強化

女性団体へ情報提供した。

予防課

要望により連携した。

市民活動推進課

まちかどネットウイズによる集い会（年１０回）の開催を支援した。

予防課

要望により連携した。

市民活動推進課

まちかどネットウイズ（おしゃべりひろば）を支援した。
市民活動センターを拠点にした連携事業（市民活動フェア・ＷＡＩＷＡＩ交流会）に参
加した。

予防課

要望により連携した。

市民活動推進課

男女共同参画協働事業、市民団体事業の実施を支援した。
ウイズ開催の事業を市民団体に協力してもらい実施した。

予防課

要望により連携した。

市民活動推進課

まちかどネットウイズ（おしゃべりひろば）を支援した。

予防課

要望により連携した。

39
女性活動団体と他の市民団体との交流機会の提
供と情報の共有

男女共同参画に向けた
(28) 講座・学習などの場の
充実

40

情報発信基地としての
体制整備

40

(29)

市民活動推進課

市民団体と連携し、誰もが参加しやすい講座の
開催

男女共同参画に取り組む人、団体などの情報収
集と情報提供
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