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春日部市男女共同参画基本計画
男女の人権が尊重され個性と能力が十分発揮できる男女共同参画社会の実現は、「男女共
同参画社会基本法」（平成１１年６月制定）において２１世紀の最重要課題と位置付けられ
ました。このため春日部市では、平成１８年１２月に「春日部市男女共同参画推進条例」を
制定し、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため平成２０年３月に「春日部市
男女共同参画基本計画」を策定し、さまざまな取り組みを実施してきました。策定から５年
が経過した平成２５年３月に新たな課題に対応するため計画の見直しを行い、更に５年後の
平成３０年３月に「第２次春日部市男女共同参画基本計画」を策定しました。
平成３０年度は第２次基本計画の初年度となります。これまで、当市における事業の実施
状況は概ね良好に推移してきましたが、依然として取り組むべき課題は多く残されています。
これらの課題に対応するため、引き続き各事業の取り組みを第２次基本計画に基づき推進し
ていく必要があります。

第２次春日部市男女共同参画基本計画

【基本理念】
●
●
●
●
●
●

男女の人権の尊重
政策・決定の場への男女共同参画
配偶者などからの暴力、児童への暴力、
性的いやがらせの禁止
家庭や地域での活動支援
男女の健康と権利の尊重
国際化する社会への配慮

「認め合い、響きあうまち・かすかべハーモニープラン」
男女がお互いの人格を認めあい、尊重しあって、一人ひとりが自分らしく積極的にい
きいきと暮らせるまちをめざします。
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【第２次春日部市男女共同参画基本計画（平成３０年４月～令和５年３月）】

３．施策の体系
—

目標

１

男女共同参画に関する
教育と意識づくり

認 め 合 い 、 響 き あ う ま ち ・

施策
(1)社会における制度や慣行の見直し・意
識づくり
(2)男女共同参画に基づいた生涯にわたる
教育・学習の推進

【春日部市女性活躍推進計画】
(1)家庭における男女共同参画

２

ワーク・ライフ・バラン
スの推進

【春日部市女性活躍推進計画】
(2)働く場における男女共同参画

(3)地域における男女共同参画

３

誰もが住みやすい地域

(1)安心・安全な地域社会の実現

社会づくりと国際理解
の推進

(2)国際理解の推進と外国人住民への支援

(1)男女の生涯を通じた健康づくりと自立
支援

４

男女の健康に関わる体
制の充実
(2)性と生殖に関する健康と権利の尊重
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か す か べ ハ ー モ ニ ー プ ラ ン

－

事業の方向性
①男女の固定的な役割分担意識の払拭
②男女共同参画の視点に立った表現の浸透
①家庭における男女平等教育の推進
②教育などの場における男女平等教育・学習の推進
③社会における男女平等教育・学習の推進

①男女が共に担う子育て
②男女が共に担う介護
①企業及び経済団体などにおける女性の経営参画促進
②雇用の場における男女の均等な機会と待遇の確保
③働きやすい環境の整備
④就業のための能力開発及び情報提供の推進
⑤さまざまな働き方のための支援
①地域活動における男女共同参画の推進
②地域活動を促進する環境整備
③地域で取り組む子育て・介護

①あらゆる人が安心・安全に暮らせる地域づくり

①国際理解・交流の推進
②コミュニケーションを図るための支援

①医療、健康診査体制の充実
②相談体制の充実
③学習機会の提供・情報提供の充実

①生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重についての考え方の定着

②妊娠・出産に関する知識・情報提供の充実
③相談体制の充実
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—
目標

５

暴力や性的いやがらせ

認 め 合 い 、 響 き あ う ま ち ・
施策

【春日部市配偶者等からの暴力の防止及び被害
者支援基本計画】
(1)配偶者などからの暴力の防止と被害者支援

などの根絶
(2)セクシュアル・ハラスメントなどの防
止

６

男女の参画による意
思・方針の決定

(1)意思・方針決定の場における男女共同
参画

(1)男女共同参画推進拠点の機能充実

７

男女共同参画の推進体
制の充実

(2)計画実現に向けた推進体制の整備

(3)市役所内における男女共同参画の推進
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か す か べ ハ ー モ ニ ー プ ラ ン

－

事業の方向性
①配偶者などや子どもに対する暴力の根絶に向けた意識啓発
②被害者への相談体制の充実
③被害者の安全確保と支援体制の充実

①セクシュアル・ハラスメントなどの防止

①審議会などへの女性の登用促進
②市民の市政への参画促進
③女性の人材活用と育成に関する支援

①男女共同参画推進センターの周知と活用
②男女共同参画に関する調査研究・情報提供の充実

①計画推進機関の充実
②計画の進行管理・評価
③市民及び関係機関などとの連携

①男女共同参画に関する意識啓発
②女性職員の積極的登用
③働きやすい環境整備

※ 事業については、年度ごとに進捗状況調査を実施します。事業の追加・修正等に
ついては、進捗状況調査により管理します。
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男女共同参画の推進に関する年次報告書
Ⅰ．はじめに
この年次報告書は、
「春日部市男女共同参画推進条例（平成１９年４月１日施行）」第１４
条の規定に基づき、本市の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を明らかにするた
め「第２次春日部市男女共同参画基本計画」に位置付けられた令和元年度事業について、進
捗状況や事業の評価、課題等を取りまとめた報告書です。
Ⅱ．概要
基本計画に定められた７項目の個別目標に関する１５施策について、３９の方向性を基準と
して進捗状況を調査しました。令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中
止とした事業もありますが、各担当課より、のべ４５３の関連事業についての報告がなされま
した。

個別目標１ 男女共同参画に関する教育と意識づくり
個別目標２

ワーク・ライフ・バランスの推進

個別目標３

誰もが住みやすい地域社会づくりと国際理解の推進

個別目標４

男女の健康に関わる体制の充実

個別目標５

暴力や性的いやがらせなどの根絶

個別目標６

男女の参画による意思・方針の決定

個別目標７

男女共同参画の推進体制の充実
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Ⅲ．全体の結果について
令和２年度には各課関連事業として、のべ４５３事業を実施しました。そのうち、評価
した事業は４１０事業あり、その内訳は、評価Ａが３０２事業、評価Ｂが７３事業、評価
Ｃが３２事業、評価Ｄが３事業でした。このうち、新型コロナウイルス感染拡大防止の対
応により、評価Ｂ（事業の一部が中止）のものは２０事業、評価Ｃ（事業全体が中止）の
ものは１５事業でした。また、公募委員の規定がない審議会等について評価対象外とした
ものが４３事業ありました。
※

評価した事業数

４１０

令和２年度実施事業
のべ４５３事業

評価対象外とした事業

４３

(公募委員の規定がない審議会等)
令和３年度からの新規事業

５

※令和元年度進捗状況
Ａ：計画どおり進行 … 79.4％

Ｂ：やや遅れている … 15.8％

Ｃ：未実施 … 4.0％

Ｄ：終了 … 0.8％

令和２年度 進捗状況
0%

10%

20%

30%

●全体

40%

50%

60%

70%

73.7

個別目標１

69.7

個別目標２

69.7

個別目標３

80%

90%

17.8
18.2

100%
0.7

7.8
12.1

22.7
87.0

7.6
8.7

4.3

95.8

個別目標４
個別目標５

4.2

81.5

個別目標６

3.7

69.8

個別目標７

22.6
80.0

A：計画どおり進行

B：やや遅れている
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0.0

14.8
6.1
16.0

C：未実施

D：終了

1.4

Ⅳ．目標別の結果について
個別目標１

男女共同参画に関する教育と意識づくり

①施策の目的
男女平等の意識の定着、固定的な性別役割分担意識の解消に向けて、さまざまな機会
を活用して意識啓発が行われてきましたが、日常生活における慣習や社会通念の中には、
依然として固定的な性別役割分担意識が根強く残っています。家庭や地域社会、学校、
職場などあらゆる分野での男女共同参画を推進するために、引き続き積極的な意識啓発
を推進します。
②主な事業
ハーモニーフェスタ２０２０などのイベント、男女共同参画セミナー、女性のための
エンパワーメントセミナー、メンズアクションセミナーなどを開催したり、男女共同参
画情報誌の発行及び全戸配布を行ったりしました。また、広報かすかべや市ホームペー
ジでは、男女共同参画の視点に立った表現に努めて記事を作成したほか、男女共同参画
のための意識を醸成するために、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生徒の発
達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかけなどをし、男女共同参画に関する
教育・学習の機会の提供及び啓発活動を実施しました。
また、各種相談業務を行い、問題解決への助言や情報提供に取り組みました。
③課題
評価Ｂ及びＣとなった事業については１０事業あり、全て新型コロナウイルスの影響
により事業中止となったものでした。内訳は、感染拡大防止のために一部中止をした事
業が６つ、全面中止をした事業が４つありました。また、その他の課題として、「人材
の登録と活用」について、男女共同参画人材リストの更なる活用が今後の課題として挙
げられます。
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個別目標２ ワーク・ライフ・バランスの推進
①施策の目的
男女共同参画社会の実現のためには、あらゆる分野において男女が共に積極的に参画
し、共に責務を担うことが重要であり、男女共にワーク・ライフ・バランスが良好でな
ければなりません。そのためには、家庭や地域、働く場に男女が参画しやすい環境の整
備、意識啓発や情報提供、能力開発支援などの取り組みが必要となります。働く場にお
いては、企業などと連携して、雇用環境の改善、仕事と家庭の両立支援、出産・育児を
経験した女性の就労継続や再就職支援、起業支援など男女が共に働きやすい環境整備を
支援します。
②主な事業
子育てを支援する講座や子育てサロンの開催、子育て支援サービスの提供、相談業務
などを行い家庭での男女共同参画を推進しました。また、親子の絆を強め男性の育児参
加の意識啓発としての男女共同参画セミナーや、男女ともに担う介護に向けての講習を
実施したり、地域ぐるみの子育て支援や生きがいづくり活動の充実を図るなど、地域に
おける男女共同参画を推進しました。更に、働きやすい職場に向けての意識啓発を行い
ました。
③課題
評価Ｂ及びＣとなった事業については２０事業あり、そのうち新型コロナウイルスの
影響により事業中止となったものは１７事業（一部中止をした事業は１３事業、全面中
止をした事業は４事業）ありました。今後のコロナ禍において、新たな生活様式を踏ま
えた講座等の実施に向けて工夫の必要があります。また、その他の課題として、民間企
業等に対し、女性が活躍しやすい環境づくりを推進するよう今後働きかけていく必要が
あります。
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個別目標３

誰もが住みやすい地域社会づくりと国際理解の推進

①施策の目的
誰もが住みやすいと感じられるためには、行政と地域が連携して取り組みを行う必要
があります。特に災害時には連携が不可欠であり、女性や子ども、高齢者、障がいのあ
る人などのニーズに即した男女共同参画の視点を持った取り組みが必要です。
また、市内に在住する外国人住民の中には、生活習慣の違いや言葉の壁に突き当たり、
医療や行政サービスなど生活に必要なサービスを受けるにも不便を感じていたり、地域
社会に参画することに消極的になってしまう人が少なくありません。特に、災害時や配
偶者などからの暴力の被害を受けているような深刻な状況を抱えているときには、より
一層の支援が必要となります。市内の外国人住民の生活の利便性の向上を図り、さまざ
まな分野に積極的に参画できるよう支援を充実します。
②主な事業
自主防犯活動団体への支援、「こどもかけこみ１１０番の家」の実施、実地による避
難所運営に関する説明会では学校関係者、市職員、自主防災組織を対象に要配慮者の視
点からの避難所運営の大切さを周知したほか、春日部市地域防災計画に基づいた学校内
規定の策定について校長会や学校訪問を通じて働きかけをしました。
また、国際理解の推進や外国人住民の支援のため、外国人のための日本語教室の開講
や、母子手帳や防災マニュアル等の外国人向けの情報冊子の配布などを行い、多言語の
ガイドマップについては２年ぶりの改訂を行いました。さらに、市のホームページを通
じ、外国語に対応した防災啓発ページの紹介や、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
めの情報提供を外国人住民に向けて行いました。
③課題
評価Ｂ及びＣとなった事業については３事業あり、そのうち新型コロナウイルスの影
響により事業中止となったものは２事業（一部中止をした事業は１事業、全面中止をし
た事業は１事業）ありました。その他、Ｂ評価となった事業は「ひとり暮らしの高齢者
などへの支援」で、緊急通報システムの設置や配食サービスの拡充等について、入院や
施設への入所による利用中止のため利用者が変動している状況です。
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個別目標４

男女の健康に関わる体制の充実

①施策の目的
女性は妊娠・出産という男性とは異なる身体的特徴を持ち、成長段階や年代ごとに身体
的変化が大きいことから、健康維持、医療に関して男性とは異なる注意や対応が必要です。
あらゆる人が健康でいきいきと生活できるよう、医療、健康診査体制の充実と健康づく
り・健康維持を支える体制を充実させていくことが必要です。
また、主体的な健康づくりが重要となるため、性と生殖に関する健康と権利への理解促
進と健康づくり支援を推進します。
②主な事業
特定健診や胃がん・肺がん・乳がんなど各種がん健診を実施したほか、健康相談、か
らだ・母乳・育児相談などの相談事業を行いました。また、小中学校での食育授業を開
催し、食事などの生活習慣について学習の機会を設けました。加えて、小中学校では臨
床心理士、スクールカウンセラー等の専門家を配置し、性の悩みや問題に関する相談態
勢を整えました。
このほか、両親学級では「パパの育児」として、助産師より出産の経過についての講
話などを行いました。
③課題
評価Ｃとなった事業については１事業で、新型コロナウイルスの影響により事業を全面
中止としたものです。
今後も生涯を通じて健康でいきいきと生活できるよう、医療、健康診査体制の充実を図っ
ていくことが必要です。
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個別目標５

暴力や性的いやがらせなどの根絶

① 施策の目的
「ＤＶ」など暴力被害に関する相談件数は増加しており、被害者に対する相談体制や
自立支援だけでなく、暴力が重大な人権侵害であるという意識啓発の重要性が高まって
います。これらの暴力の背景には、男女の固定的な役割分担意識、経済力の格差、上下
関係など構造的な問題があると考えられています。ＤＶを防止するための意識啓発、相
談体制の充実、被害者支援など配偶者などからの暴力の根絶に向けた取り組みを実施し
ます。また、セクシュアル・ハラスメントなども職場、学校、地域などさまざまな場に
おいて依然として起きています。こうした暴力を防止するための意識啓発に努めるとと
もに、被害者を支援するための相談機能を充実します。
② 主な事業
配偶者・子どもに対する暴力の根絶のための情報提供、啓発活動や、相談業務を行い、
被害者の安全確保と支援体制の充実を図りました。
さらに、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどの防止に関するチ
ラシやパンフレット、ポスターを設置し、防止に向けた情報提供を行いました。
③ 課題
評価Ｂ及びＣとなった事業については５事業あり、そのうち４事業は、新型コロナウ
イルスの影響により全面中止をした会議、研修や窓口相談でした。その他、評価Ｂとな
った１事業については、
「民生委員・児童委員などを対象とした研修会の実施」であり、
ＤＶをテーマとした研修会の開催や情報発信を強めていくことが課題です。

＜参考＞
●ハーモニー春日部におけるＤＶ相談実績
ハーモニー春日部

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

令和２年度

６４

１１３

８１

１１６
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個別目標６

男女の参画による意思・方針の決定

① 施策の目的
あらゆる分野の活動に男女の視点を反映させるためには、意思・方針の決定の過程に男
女が同じように参画することが重要です。特に政策や方針の立案及び決定への男女の共同
参画においては、男女が利益や負担を分かち合い、共に責任を担う男女共同参画社会の基
盤となるものです。女性が主体的にさまざまな分野に積極的に参画できるよう、意識啓発
と参画への支援を行います。
② 主な事業
市の各種審議会などの機関への女性の登用促進を図るため所管各課へ意識啓発を行
うほか、ホームページや「市長への提言」による市政への提案や意見の募集、「市民意
見提出手続」により市の重要な行政活動に対して市民が参加する機会を設ける等の事業
を実施しました。また、各種人材の登録を行い、市民講師による「かすかべし出前講座」
などの事業で活躍していただきました。
③ 課題
評価Ｂとなったものは４８事業あり、女性の登用促進・市民の行政活動への参加・
審議会等への公募制の積極的導入について、「やや遅れている」とされるものです。
「審議会などへの女性の登用促進」については、女性委員の構成比率が３０％以上
の場合に評価Ａ、３０％に至らなかった場合は評価Ｂ、令和２年度に審議会等が設置
されなかったものは評価Ｃとしています。評価Ｂとなった事業は４５事業、評価Ｃと
なった事業は１２事業ありました。
課題としては、当て職により女性委員の登用が困難であったり、専門知識を有して
いる等の条件により適任者が男性しか選ばれないといった状況が見られます。今後も、
各種審議会での女性委員の構成比率を３０％以上とすべく、選出依頼の参考文例を作
成したり、３０％以上にならなかった場合は理由書を提出してもらうなど、各課への
働きかけを行っていきます。
＜参考＞
●女性委員の比率が３０％以上の審議会の割合
年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

令和２年度

参画数

２３／６５

２３／６８

２０／６７

３０／６８

割合

３５.４％

３３.８％

２９.９％

４４.１％
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個別目標７

男女共同参画の推進体制の充実

① 施策の目的
市民一人ひとりや事業者、各種団体、関係機関が男女共同参画に関する意識を持ち、
それぞれが主体的に行動する体制づくりに向け、あらゆる機会を活用して男女共同参画
に関する情報提供や市の計画・施策の周知を行います。また、実効性のある計画推進に
向けて、毎年、計画の進捗状況の把握と評価を行い、継続的に計画を見直していきます。
② 主な事業
男女共同参画に関する情報提供と活動拠点となる男女共同参画推進センターの周知
と活用のため、各種講座やイベントの開催、男女共同参画情報誌の発行、各種相談業務
を行いました。また、男女共同参画推進審議会を開催し、男女共同参画推進センターの
事業を中心とした、市による男女共同参画推進の取組みについて審議・評価を行いまし
た。更に、実施した事業に対して、「男女共同参画配慮度評価」を行い、男女共同参画
の視点が取り入れられたかについて評価しました。そのほか、新規採用職員研修会にお
いて男女共同参画社会の実現をテーマとした研修会を実施しました。
③ 課題
評価Ｂ及びＣとなった事業については５事業あり、そのうち新型コロナウイルスの
影響により事業中止となったものは４事業（一部中止をした事業は１事業、全面中止
をした事業は３事業）ありました。(またこの４事業のうち３つについては、男女共
同参画推進センターによる「登録団体の集い」の中止に関するものです。)
その他、Ｃ評価の１事業は、
「春日部市男女共同参画行政推進会議の運営」について
ですが、審議事項が無かったため会議が未開催であったものです。
ほとんどが新型コロナウイルスの影響を受けた事業であり、コロナ禍における新た
な生活様式を踏まえた実施方法を模索することが課題となっています。
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男女共同参画配慮度評価による計画の推進
１

男女共同参画配慮度評価とは
「春日部市男女共同参画基本計画」を実効性あるものとするため、施策全般に対して、
男女共同参画を推進する視点からの配慮の度合いを評価します。
自己チェックにより各担当部署において施策の企画・立案・実施後の状況について評
価を実施し、各課にフィードバックすることで、全庁的に男女共同参画に配慮された事
業の推進を図ります。

２

評価方法
自己チェックは、「チェックポイント５」に基づき行います。
【チェックポイント５】
１ 事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した。
２

事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加
した。

３ 女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした。
４ 事業の方向性を男女共同参画に配慮した。
５ 事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した。
３

チェックポイント５の評価結果
（１）令和２年度実施事業の評価結果
担当各課が実施した主な事業について自己チェックを行った結果は次のとおりです。

区分

１
２
３
４
５

内

容

評価対象事業数

事業の対象となる人々及びその現状を男女
別に把握した
事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双
方の意見を聞いた、または双方が参加した
女性、男性双方にとって利用・参加しやすい
ような配慮をした
事業の方向性を男女共同参画に配慮した
事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した

２７３事業
２７１事業
２７１事業
２６０事業
２６０事業

配慮した事業数

１７４事業
（63.7％）
２３６事業
（87.1％）
２１６事業
（79.7％）
１５９事業
（61.2％）
１８７事業
（71.9％）

（２）男女共同参画基本計画事業の評価結果
男女共同参画基本計画に記載されている１２５事業に関連する各担当課事業の自己チ
ェックを行った結果は次のとおりです。
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区分

１
２
３
４
５

４

内

容

評価対象事業数

事業の対象となる人々及びその現状を男女
別に把握した
事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双
方の意見を聞いた、または双方が参加した
女性、男性双方にとって利用・参加しやすい
ような配慮をした
事業の方向性を男女共同参画に配慮した
事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した

７５事業
８０事業
７８事業
７７事業
８２事業

配慮した事業数

６３事業
（84.0％）
７９事業
（98.8％）
６９事業
（88.5％）
６５事業
（84.4％）
７１事業
（86.6％）

男女共同参画に配慮した主な内容（概要）
◆チェックポイント１

事業の対象を男女別に把握◆

・事業の参加者、各相談、アンケート等男女別で集計した。
・入学者を男女別に把握し、クラス編成等に考慮した。

◆チェックポイント２

企画、立案、実施への男女共同参画◆

・イベントなどの実施のときに男性女性双方で意見を出し合い企画、室案、実施をした。

・男女共同参画の推進のため、審議会委員の任命に際し、公募制を導入している。

◆チェックポイント３ 女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮◆
・誰もが参加しやすいよう各種講座、講演会、イベント等を土日に開催し、また育児中の
保護者が参加しやすいよう託児サービス等の配慮をした。
・メール、FAX、電子申請等を活用し、様々な方法で申込が出来るよう配慮した。

◆チェックポイント４ 事業の方向性を男女共同参画に配慮◆
・各種事業等、新たな分野を担当することで男女の固定的役割分担意識の減少に配慮した。
・広報物を作成する際に、男女の役割分担を決めるような表現をしないように注意した。
・会議等で委員が意見等を公平に表明できるよう、発言の機会を議長が各回とも配慮した。

◆チェックポイント５ 事業の効果が女性、男性それぞれに寄与◆
・男性・女性がたがいに意見を交換することで、それぞれの立場や視点を理解することに
繋がり、男女それぞれに寄与した。

５

日常業務への取組
配慮度評価は、施策全般に対して、男女共同参画を推進する視点からの配慮の度合い
を職員が自己チェック（評価）を行います。その結果を活用し、職員の意識改革を進め
るとともにあらゆる事業に男女共同参画の視点が盛り込まれるよう取り組んでいきます。
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資料編
評価対象外
Ⅰ．第２次春日部市男女共同参画基本計画進捗状況調査 集計表
個別目標
事業数
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

-

302

73

32

3

43

(73.7%)
23
(69.7%)
10
(83.3%)

(17.8%)
6
(18.2%)
1
(8.3%)

(7.8%)
4
(12.1%)
1
(8.3%)

(0.7%)
0

0

0

0

7
5

5
5

1
0

1
0

0
0

21

13
(61.9%)

5
(23.8%)

3
(14.3%)

0

合

計

１．男女共同参画に関する教育と
意識づくり
（１）社会における制度や慣行の見直し・
意識づくり
①男女の固定的な役割分担意識の払拭
②男女共同参画の視点に立った表現の浸透
（２）男女共同参画に基づいた生涯にわた
る教育・学習の推進
①家庭における男女平等教育の推進
②教育などの場における男女平等教育・
学習の推進
③社会における男女平等教育・学習の推進

２．ワーク・ライフ・バランス
の推進
（１）家庭における男女共同参画

410
33
12

0
0

0

5

0

3

2

0

0

10

10

0

0

0

0
0

6

66
32

3

2

1

0

46
(69.7%)
21
(65.6%)

15
(22.7%)
8
(25.0%)

5
(7.6%)
3
(9.4%)

0

0

0

0

①男女が共に担う子育て
②男女が共に担う介護

28
4

18
3

8
0

2
1

0
0

（２）働く場における男女共同参画

17

15
(88.2%)

1
(5.9%)

1
(5.9%)

0

1

1

0

0

0

0

5

4

0

1

0

0

4

4

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

17

10
(58.8%)

6
(35.3%)

1
(5.9%)

0

8
3
6

4
2
4

3
1
2

1
0
0

0
0
0

20
(87.0%)
10
(83.3%)

2
(8.7%)
2
(16.7%)

1
(4.3%)
0

0

0

0

0

①企業及び経済団体などにおける女性の
経営参画促進
②雇用の場における男女の均等な機会と
待遇の確保
③働きやすい環境の整備
④就業のための能力開発及び情報提供の
推進
⑤さまざまな働き方のための支援
（３）地域における男女共同参画
①地域活動における男女共同参画の推進
②地域活動を促進する環境整備
③地域で取り組む子育て・介護

３．誰もが住みやすい地域社会
づくりと国際理解の推進

23

0
0

0

0
0
0
0

（１）安心安全な地域社会の実現

12

① あらゆる人が安心・安全に暮らせる
地域づくり
（２）国際理解の推進と外交人住民への
支援

12

10

2

0

0

11

10
(90.9%)

0

1
(9.1%)

0

①国際理解・交流の推進
②コミュニケーションを図るための支援

2
9

1
9

0
0

1
0

0
0

23
(95.8%)
11
(91.7%)

0

1
(4.2%)
1
(8.3%)

0

0

0

0

3
1
8

3
1
7

0
0
0

0
0
1

0
0
0

12

12
(100%)

0

0

0

4

4

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

４．男女の健康に関わる体制の
充実
（１）男女の障害を通じた健康づくりと
自立支援
①医療、健康診査体制の充実
②相談体制の充実
③学習機会の提供・情報提供の充実
（２）性と生殖に関する健康と権利の尊重
①生涯にわたる性と生殖に関する健康と
権利の尊重についての考え方の定着
②妊娠・出産に関する知識・情報提供の
充実
③相談体制の充実

24
12
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0

0

0
0
0

0
0
0

0

５．暴力や性的いやがらせなどの
根絶

22
(81.5%)
16
(80.0%)

1
(3.7%)
1
(5.0%)

4
(14.8%)
3
(15.0%)

0

0

0

0

9

7

1

1

0

0

6
5

5
4

0
0

1
1

0
0

0
0

7

6
(85.7%)

0

1
(14.3%)

0

27

（１）配偶者などからの暴力の防止と
被害者支援
①配偶者などや子どもに対する暴力の
根絶に向けた意識啓発
②被害者への相談体制の充実
③被害者の安全確保と支援体制の充実
（２）セクシュアル・ハラスメントなどの
防止

20

①セクシュアル・ハラスメントなどの防止

7

0

6

0

1

0

148
(69.8%)
148
(69.8%)

48
(22.6%)
48
(22.6%)

13
(6.1%)
13
(6.1%)

3
(1.4%)
3
(1.4%)

157

98

45

12

2

0

51

47

2

1

1

43
0

６．男女の参画による意思・方針
の決定

212

（１）意思・方針決定の場における男女
共同参画

212

①審議会などへの女性の登用促進
②市民の市政への参画促進
③女性の人材活用と育成に関する支援

4

0

43
43

3

1

0

0

20
(80.0%)
3
(60.0%)

1
(4.0%)
1
(20.0%)

4
(16.0%)
1
(20.0%)

0

0

0

0

4

2

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

（２）計画実現に向けた推進体制の整備

9

6
(66.7%)

0

3
(33.3%)

0

①計画推進機関の充実
②計画の進行管理・評価
③市民及び関係機関などとの連携
（３）市役所内における男女共同参画の
推進

3
3
3

2
3
1

0
0
0

1
0
2

0
0
0

11

11
(100%)

0

0

0

1
5
5

1
5
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７．男女共同参画の推進体制の
充実

25

（１）男女共同参画推進拠点の機能充実

5

①男女共同参画推進センターの周知と活用
②男女共同参画に関する調査研究・
情報提供の充実

①男女共同参画に関する意識啓発
②女性職員の積極的登用
③働きやすい環境整備
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内

容

担 当 課

終了

Ｃ
Ｄ

詳細内容

進 捗 状 況

令和２年度実施結果

市民参加推進課 男女共同参画情報誌「ハーモニー」を広報かすかべと同時配布し、成人式の際
（男女共同参画推 にも新成人へ配布した。ホームページへの掲載とともに館内に配架し、他の啓
進センター）
発用パンフレット等と併せて、意識啓発を行った。

「ハーモニーフェスタ２０２０」の記事を広報かすかべおよび市ホームページに
掲載し、男女共同参画情報誌「ハーモニー」を広報かすかべと同時配布しまし
た。市ホームページにも掲載し、市内外へ広く周知を行いました。また、ハーモ
ニーフェスタ以外にも男女共同参画に関する記事の掲載を行いました。

1-(１)-①－４
相談事業の充実

男女共同参画に関する市民の各種相談に応
じ、問題解決への助言や情報提供を行う。

：207回
： 52回
： 36回
： 12回
： 12回

1,518件
178件
382件
98件
49件

Ａ

Ａ

・市民相談（市民相談室にて月～金9：00～12:00、13:00～16：30）を実施した。
令和2年度の総相談件数：2,481件。
相談内容によって、法律相談やハーモニーなどの各種専門相談等の案内や情
報提供を行った。

市政情報課

・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
市民参加推進課 ・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
（男女共同参画推 ・女性のカウンセリング相談 （第１～第３土）
進センター）
・女性のための法律相談 （第４土）
・男性のための相談 （第１日）

Ｃ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、Ｒ２年度の人権相談所の
開設は中止。代替として、法務省の電話人権相談を案内。

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

進捗
状況

総務課

・男女共同参画セミナー
「親子工作教室～オリジナル万華鏡を作ろう～」
9月20日（日） 参加者：親子10組（計26人）
「イザに備える介護保険のポイント」
2月21日（日） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
固定観念や男女の意識を改革するためのセ
1-(１)-①－３
市民参加推進課 「話そう！学ぼう！コロナ禍の仕事、悩みいろいろ」
ミナーなど、関係機関や企業などと連携しな
男女共同参画に関す
（男女共同参画推 3月14日（日） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
がら男女共同参画社会の推進に関する講
る講座などの実施
進センター）
・女性のためのエンパワーメントセミナー
座・講演会などを行う。
「求人の見方・探し方のコツ」
10月21日（水） 参加者：15人
・メンズアクションセミナー
「生涯学習への取組み」
12月13日（日） 参加者：6人

広報紙、ホームページ、男女共同参画情報
1-(１)-①－２
誌「ハーモニー」、パンフレットなどにより、男
男女共同参画に関す
女共同参画に関する市民の理解を促進す
る啓発・情報提供
る。

シティセールス広報課

1-(１)-①－１
男女共同参画の見地から、労働・税金・年金 市民参加推進課
男女共同参画の視点 問題などに関して、講座・パンフレットなどを （男女共同参画推 国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行った。
での慣行の見直し
通して啓発する。
進センター）

事 業 名

①男女の固定的な役割分担意識の払拭

（１）社会における制度や慣行の見直し・意識づくり

１．男女共同参画に関する教育と意識づくり

やや遅れている
未実施

Ｂ

計画どおり進行

Ａ

区 分

Ⅱ．第２次春日部市男女共同参画基本計画進捗状況調査票 （令和２年度実施結果・令和３年度実施予定）

コロナにより全面中止

コロナにより一部中止

課題

令 和 ３ 年 度 実 施 予 定

３年度から開始されるもの

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

区 分

２年度を最後に修了したもの

新規

各種相談事業を実施する。
・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
・女性のカウンセリング相談 （第1～第3土）
・女性のための法律相談 （第4土）
・男性のための相談 （第1日）

・市民相談を実施する。
・市民相談室：月～金9：00～12:00、13:00～16：30
日常生活の困りごとなどの相談を伺うが、相談内容により、法律相談やハーモ
ニーなどの各種専門相談等の案内や情報提供を行う。

人権相談所の開設
・市役所 原則毎月第４水曜日 10:00～15:00
・庄和総合支所 年２回（６月・１２月）
・年１２回開催

固定観念や男女の意識を改革するためのセミナーや講座を開催する。
・男女共同参画セミナー 年3回
・女性のためのエンパワーメントセミナー 年2回
・メンズアクションセミナー 年１回

男女共同参画情報誌「ハーモニー」の全戸配布や、パンフレットを館内に設置す
ることにより、市民に対し意識啓発を行う。

男女共同参画情報誌「ハーモニー」を広報かすかべと同時配布をする。市ホーム
ページにも掲載し、市内外へ広く周知を行う。また、男女共同参画に関する記事
の掲載を行う。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

２年度と同じ事業を行うが、さらに充実した内容等とするもの

終了

２年度と同様に事業を行うもの

拡充

継続

区 分
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容

１-（２）-①－１
家庭における男女平
等の推進

Ａ

詳細内容
広報かすかべや市ホームページで、男女共同参画の視点に立った表現に努め
て記事の作成を行った。

社会教育課

図書館要覧などの作成にあたり、性差別に基づく固定観念にとらわれず、男女
の多様なイメージを積極的に取り上げるなど男女共同参画の視点に立った適
切な表現を使用した。

容

家庭において、固定化された男女の役割の
払拭のための情報提供・学習機会を充実す
る。

内
詳細内容

令和２年度実施結果

子育て支援講座、男性のための家事支援講座などを通して、固定化された男
女の役割の払拭のための情報提供・学習機会を提供した。また、国や県から
配布されたポスターやチラシの掲示・配布を行った。
・男女共同参画セミナー
「イザに備える介護保険のポイント」
2月21日（日） 新型コロナウイルス感染拡大のため中止
・子育て支援講座（子育て編）
12月20日（日） 参加者：親子５組（計13人）
市民参加推進課
3月20日（土） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
（男女共同参画推
決定
進センター）
（家族編）
3月21日（日） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
決定
（出産編）
3月28日（日） 参加者：夫婦４組（計８人）
・男性のための家事支援講座
（家の清掃編）
1月17日（日） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
（家の整理収納編）
（粕壁南公民館）
・幼児家庭教育学級
令和２年5月以降５回開催 延べ参加：104人
令和２年5月23日（土）親子でリトミック＆コンサート コロナにより中止
令和２年6月13日（土）キッズダンス教室 コロナにより中止
令和２年7月８日（水）ベビーマッサージ コロナにより中止
令和２年8月１日（土）赤ちゃんだっこフラ 参加：14人
令和２年9月19日（土）親子でリトミック＆コンサート 参加：42人
令和２年10月3日（土）親子クッキング 参加：８人
中央公民館
令和２年11月13日（金）KIDビクス 参加：26人
令和２年12月4日（金）ベビーマッサージ 参加：14人
令和３年1月30日（土）あそび畑 コロナにより中止
（武里地区公民館）
・家庭教育講演会
令和２年11月14日（土）講演会 参加：7人
（豊野地区公民館）
・小・中学生期合同家庭教育学級 コロナにより中止

担 当 課

Ｂ

Ｂ

進捗
状況

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

進捗
状況

令和２年度実施結果

メディアが送り出す情報を主体的に読み解
市民参加推進課 国や県から配布されるポスター・チラシなどは今年度は無かったが、さまざまな
き、必要な情報を引き出し、その真偽を見抜
（男女共同参画推 メディアから男女共同参画に関連する情報を収集しハーモニー春日部内で情
き使いこなせる力（リテラシー）を身につける
進センター）
報提供した。
ための啓発活動を推進する。

①家庭における男女平等教育の推進

事 業 名

シティセールス広報課

担 当 課

案内チラシなどの作成にあたっては、性差別に基づく固定観念にとらわれず、
交通防犯課
男女の多様なイメージを積極的に取り上げるなど男女共同参画の視点に立っ
行政刊行物などの作成にあたり、性差別に
た適切な表現を使用した。
基づく固定観念にとらわれず、男女の多様な
イメージを積極的に取り上げるなど男女共同
参画の視点に立った適切な表現を使用す
市民参加推進課
全ての事業において、記載文及びイラストを男女共同参画の視点に立った適
る。
（男女共同参画推
切な表現に努めた。
進センター）

内

（２）男女共同参画に基づいた生涯にわたる教育・学習の推進

１-（１）-②-２
メディア・リテラシーの
向上につながる啓発
活動の推進

１-（１）-②-１
公的な広報、出版物
に関するガイドライン
の活用

事 業 名

②男女共同参画の視点に立った表現の浸透

コロナにより一部中止

コロナにより一部中止

課題

課題

継続

継続

区 分

継続

（豊野地区公民館）
・小・中学生期合同家庭教育学級の開催
開催趣旨：家庭教育に関する学習機会を提供する

（粕壁南公民館）
・幼児家庭教育学級の開催
開催趣旨：子育て家庭の相互交流・学習支援

国や県から配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。
また、家庭における固定的役割分担意識の払拭のためのセミナーや講座を開催
する。
子育て支援講座 年3回
男性のための家事支援講座 年2回

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

国や県から配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。
また、さまざまなメディアから男女共同参画に関する情報を収集し館内で情報提
供する。

図書館要覧などの作成にあたり、性差別に基づく固定観念にとらわれず、男女の
多様なイメージを積極的に取り上げるなど男女共同参画の視点に立った適切な
表現を使用する。

男女共同参画推進センターで作成する全てのポスター・チラシなどにおいて、男
女共同参画の視点に立った適切な表現を使用する。

継続

継続

案内チラシなどの作成にあたり、性差別に基づく固定観念にとらわれず、男女の
多様なイメージを積極的に取り上げるなど男女共同参画の視点に立った適切な
表現を使用する。

広報かすかべや市ホームページなどで、男女共同参画の視点に立った表現に努
めて記事の作成を行う。

説 明 ・ 内 容

継続

継続

区 分

令和３年度実施予定
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中央公民館

（粕壁地区公民館）
・子ども体験教室（料理）
令和3年1月24日（日） コロナにより中止

Ａ

人権、男女平等、性差別解消等の学習の場に、積極的に保育士、担当職員を
出席させ意識の向上を図った。

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生
徒の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかけた。

指導課

保育課

指導課

１-（２）-②-５
児童・生徒の生き方や進路に関する意識が
進路指導・キャリア教 性別にとらわれないよう啓発し、進路指導・
育の充実
キャリア教育を行う。

保育士や教職員の人権意識の向上、男女平
等意識、性差別の解消と人権教育の推進、
性差別解消のための学習の場を提供する。

指導課

１-（２）-②-４
性別にとらわれることなく、児童・生徒一人ひ
個性を生かす学習指 とりの良さを認め、個性を大切にし、その資
導
質を伸ばす学習指導を行う。

１-（２）-②-６
保育士・教職員の意
識啓発

Ａ

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生
徒の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかけた。

指導課

人権教育を進めながら性や健康に関する教
育・学習機会の充実を図る。

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生
徒の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかけた。

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生
徒の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかけた。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

１-（２）-②-３
性・健康に関する教
育・学習機会の充実

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生
徒の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかけた。

Ａ

進捗
状況

指導課

令和２年度実施結果

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生
徒の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかけた。

詳細内容

生徒指導担当教員などへの男女平等研修を
行う。

担 当 課

１-（２）-②-２
相談機能の充実

容

指導課

内

Ｃ

Ｃ

Ｂ

１-（２）-②-１
人権教育を進めながら、人間は生まれるそ
男女平等理念に基づ の時から平等であり、性別によって差別され
く教育の充実
ないことについての教育の充実を図る。

事 業 名

②教育などの場における男女平等教育・学習の推進

男性の家事への参画を促すとともに、地域における仲間づくりの機会となる講
座を開催した。
１-（２）-①－３
男性を対象に家事への参画の考え方や方法 市民参加推進課 ・男性のための家事支援講座
男性のための家事支 についての講座を実施し、男性同士の仲間 （男女共同参画推 （家の清掃編）
援講座の開催
づくりや意識改革を促す。
進センター）
1月17日（日） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、中止決定
（家の整理収納編）
2月6日（日） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、中止決定

１-（２）-①－２
固定的性別役割分担にとらわれず、女性も
固定的性別役割分担
男性も自立した生活が送れるような生活の
にとらわれない生活講
知恵を身に付ける。
座などの開催

１-（２）-①－２
固定的性別役割分担にとらわれず、女性も
固定的性別役割分担
男性も自立した生活が送れるような生活の
にとらわれない生活講
知恵を身に付ける。
座などの開催

固定的性別役割分担にとらわれず、女性も男性も自立した生活が送れるような
知識を身に付けるセミナー・講座を開催した。
・子育て支援講座（子育て編）
12月20日（日） 参加者：親子５組（計13人）
3月20日（土） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
決定
（家族編）
3月21日（日） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
市民参加推進課 決定
（男女共同参画推 （出産編）
進センター）
3月28日（日） 参加者：夫婦４組（計８人）
・男性のための家事支援講座
（家の清掃編）
1月17日（日） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、中止決定
（家の整理収納編）
2月6日（日） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、中止決定
・女性のためのエンパワーメントセミナー
「求人の見方・探し方のコツ」
10月21日（水） 参加者：15人

課題

コロナにより全面中止

コロナにより全面中止

コロナにより一部中止

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

区 分

継続

継続

継続

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生徒
の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかける。

人権、男女平等、性差別解消等の学習の場に、積極的に保育士、担当職員を出
席させ意識の向上を図る。

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生徒
の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかける。

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生徒
の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかける。

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生徒
の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかける。

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生徒
の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかける。

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生徒
の発達段階に応じた男女平等教育を推進するよう働きかける。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

男性の家事への参画を促すとともに、地域における仲間づくりの機会となる講座
を開催する。
・男性のための家事支援講座 年2回

(粕壁地区公民館）
子ども体験教室（料理）の開催
・実施予定日：令和4年1月16日（日）
・定員：24人

固定的性別役割分担にとらわれず、女性も男性も自立した生活が送れるような生
活の知恵を身に付けるセミナー・講座を開催する。
子育て支援講座 年2回
男性のための家事支援講座 年１回
女性のためのエンパワーメントセミナー 年１回
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内

容

担 当 課

指導課

指導課

詳細内容

令和２年度実施結果

インターネットや携帯電話等のＩＣＴメディアを有効活用できるようになることを目
指し、指導の焦点化・重点化を図った上で、各小・中・義務教育学校に情報提
供を行った。

「人権教育指導資料作成委員会」を実施し、「人権教育指導資料」の作成を
行った。市内小・中・義務教育学校へ配布し活用している。

男女共にその能力・技術などを活用し、新た
に地域活動に参画するための支援を行う。

生涯学習推進のための講師や、女性リー
ダーなどさまざまな分野の人材の登録を行
い、男女共同参画推進のための事業などに
活用する。

１-（２）-③－３
人材の育成

１-（２）-③－４
人材の登録と活用

高度で専門的な学習ニーズに応えるため、
１-（２）-③－２
近隣の高校や大学などの開放講座に男女共
学校開放講座の推進 同参画セミナーを含め、学習機会の提供を
図る。

・生涯学習人材情報登録者の活用
人材情報登録者数：193人
・かすかべし出前講座市民講師編の実施
実施件数：3件

社会教育課

・生涯学習人材情報登録者の活用
人材情報登録者数：193人
・かすかべし出前講座市民講師編の実施
実施件数：3件

市民参加推進課 新規登録なし
（男女共同参画推 事業等では1名を継続して活用した。
進センター）
※新型コロナウイルス感染拡大防止により、開催事業を一部中止にしたため

社会教育課

市民参加推進課
新たに地域活動への参画を希望する市民に対し、登録団体の情報を提供し、
（男女共同参画推
参画するための支援を行った。（新規登録団体：13団体）
進センター）

社会教育課

・共栄大学公開講座の開催
10/24 参加者数：23人
・子ども大学かすかべ開講
新型コロナウイルス感染症の影響により中止

１-（２）-③－１
団体に対して男女共同参画の学習機会を提 市民参加推進課 「登録団体の集い」を開催し、団体の男女共同参画への意識の向上を図るた
男女共同参画の視点 供し、男女共同参画を推進する団体として支 （男女共同参画推 め、男女共同参画に関する映画の上映会を企画したが、新型コロナウイルス
を持った団体の育成 援する。
進センター）
感染拡大防止のため中止

事 業 名

③社会における男女平等教育・学習の推進

１-（２）-②-８
メディア・リテラシーの メディアから発信される情報を的確に読み取
向上につながる教育 り、正しく利用するための教育を行う。
の充実

１-（２）-②-７
子どものうちから男女平等意識を育むととも
幼児、児童、生徒など に、男女平等意識啓発のための情報提供を
への意識啓発
行う。

通年で「児童虐待防止の告知」を掲示した。また、11月にＨＰ及び館内で「ア
市民参加推進課
ウェアネスリボン運動の紹介・説明」、11月～12月に「女性に対する暴力をなく
（男女共同参画推
そう（ＤＶ・デートＤＶ・セクハラ・ストーカー）」及び「子どもへの虐待をなくそう」を
進センター）
テーマに展示を行った。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

進捗
状況

Ａ

Ａ

Ａ

新規の人材登録者を募集する
必要がある、

コロナにより一部中止

子ども大学かすかべは、コロナ
禍でも開講できるよう今後の開
講方法を検討する必要があ
る。

コロナにより一部中止

コロナにより全面中止

課題

継続

継続

継続

継続

継続

継続

区 分

継続

継続

継続

・生涯学習人材情報登録者の活用
・かすかべし出前講座（市民講師編）の実施

・講座などの事業に活用するため、男女共同参画人材リスト登録者を募集するな
どし、リストの再整備を行う。

・生涯学習人材情報登録者の活用
・かすかべし出前講座（市民講師編）の実施

新たに地域活動への参画を希望する市民に対し、登録団体の情報を提供し、参
画するための支援を行う。

・共栄大学公開講座の開催
10月開催 全2回
・子ども大学かすかべの開講
9月～12月に3回開講。定員は30人でオンラインによる開講も検討中。

講演会（登録団体の集い）などを開催し、男女共同参画についての学習機会を提
供し、男女共同参画団体としての支援を行う。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

インターネットや携帯電話等のＩＣＴメディアを有効活用できるようになることを目指
し、指導の焦点化・重点化を図った上で、各小・中・義務教育学校に情報提供を
行う。

「人権教育指導資料作成委員会」の実施と「人権教育指導資料」の作成を行う。

子ども向けの男女平等意識の啓発のための掲示物を作成し、館内に掲示する。
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２．ワーク・ライフ・バランスの推進

内

容

子育て中の保護者の交流を行う子育てサロ
ンや、ボランティアにより障がいのある子をか
２-（１）-①-３
かえる保護者の心の交流会などを実施し、
保護者の交流の機会
子育ての不安、ストレスの解消を図り、孤立
の充実
しがちな子育て家庭に対する支援や、育児
への参画を支援する。

児童センターや子育て支援センターなどの子
２-（１）-①-２
育て支援のための施設を、子育てに関する
子育て支援のための 相談、子どもの居場所作り、遊び場、親の交
拠点の活用
流拠点として活用し、育児負担の軽減を図
り、育児への参画を支援する。

２-（１）-①-１
男性が育児に積極的に参画できるよう意識
男性の育児参加の促
啓発や情報提供を充実する。
進支援

事 業 名

①男女が共に担う子育て

（１）家庭における男女共同参画

詳細内容

令和２年度実施結果

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行った。

子育てについての相談や親子の交流の場の提供と交流の促進の場として春
日部子育て支援センター他12施設の利用促進を図った。

父親向け講座を地域子育て支援拠点で実施した。
・春日部第１児童センター
毎月１回開催(土)。合計6回開催。 延べ参加者142人

Ｂ

Ａ

・子育て中の親子が集まり、簡単な遊びを通じて参加者が交流することにより、
育児不安やストレスの解消を図ることを目的に、子育てサロンを開催し、子育
てに関する相談を受けた。
参加者数：延べ189人
・市役所での平日（月～金）家庭児童相談、エンゼル・ドームでの休日家庭児
童相談を継続し、家庭児童相談員4名が児童センター3館で定期的な家庭児童
相談を実施した。
相談件数：延べ2,031件

生活支援課

こども相談課

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

進捗
状況

毎月２回（あしすと春日部で１回、武里市民センターで１回）子育てサロンを開
催し、子育て中の保護者同士の交流の機会を設けると共に、主任児童委員や
家庭児童相談員が、家庭での保育に関する相談に応じました。ただし、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、4月～7月、1月～3月のあしすと
春日部開催分と4月～7月、9月、2月～3月の武里市民センター開催分は中止
となりました。

また、子育て中の保護者が積極的に子育てに参画でき、各家庭の子育てにつ
いての情報交換が行える講座を企画したが、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため中止となった。
市民参加推進課
・子育て支援講座（子育て編）
（男女共同参画推
12月20日（日） 参加者：親子５組（計13人）
進センター）
3月20日（土） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
決定
（家族編）
3月21日（日） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
決定

保育課

こども政策課

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行った。
また、男性が積極的に子育てに参画でき、各家庭の子育てについての情報交
換が行える講座を開催した。
・男女共同参画セミナー
「親子工作教室～オリジナル万華鏡を作ろう～」
9月20日（日） 参加者：親子10組（計26人）
市民参加推進課 ・子育て支援講座（子育て編）
（男女共同参画推 12月20日（日） 参加者：親子５組（計13人）
進センター）
3月20日（土） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
決定
（家族編）
3月21日（日） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
決定
（出産編）
3月28日（日） 参加者：夫婦４組（計８人）

担 当 課

コロナにより一部中止

コロナにより一部中止

コロナにより一部中止

課題

継続

継続

継続

継続

継続

継続

区 分

・子育て中の親子が集まり、簡単な遊びを通じて参加者が交流することにより、育
児不安やストレスの解消を図ることを目的に、子育てサロンを開催し、子育てに関
する相談を受ける。
・市役所での平日（月～金）家庭児童相談、エンゼル・ドームでの休日家庭児童
相談のほか、児童センター3館で定期的な家庭児童相談を継続する。

毎月２回（あしすと春日部で１回、武里市民センターで１回）子育てサロンを開催
し、子育て中の保護者同士の交流の機会を設けると共に、主任児童委員や家庭
児童相談員が、家庭での保育に関する相談に応じます。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。
また、子育て中の保護者が積極的に子育てに参画でき、各家庭の子育てについ
ての情報交換が行える講座を開催する。
・子育て支援講座家族編 年１回

子育てについての相談や親子の交流の場の提供と交流の促進の場として春日部
子育て支援センター他12施設の利用促進を図る。

児童センターで、父親向けの行事を開催する。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。
また、男性が積極的に子育てに参画でき、各家庭の子育てについての情報交換
が行える講座を開催する。
・子育て支援講座家族編 年１回
・子育て支援講座子育て編（イクメン） 年１回
・親子工作教室 年１回

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定
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母乳相談をはじめ乳幼児健康相談・家庭児
童相談・教育相談など、さまざまな分野の
専門家による相談を実施し、子育てに関する
不安や悩みを解消する。

ファミリーサポート事業や保育所・放課後児
童クラブなどの保育サービスの充実を図る。

男女の労働者が共に育児・看護などのため
の休暇を取得しやすいように、事業所に向け
て育児・看護休暇などの制度の充実につい
て意識啓発を行う。

２-（１）-①-６
子育て支援サービス
の充実

２-（1）-①-７
育児・看護などの休暇
取得の促進と体制の
整備

２-（１）-①-５
これから出産する人、子育て中の人を対象
子育て支援講座の開 に、講座を開催し、男女が共に子育てする大
催
切さ、相手を思いやる心を養う。

２-（１）-①-４
子育てに関する相談
体制の充実

1,518件
178件
382件
98件
49件

商工振興課

保育課

こども政策課

国などからの啓発資料を窓口において配布。

保育所や放課後児童クラブを利用しやすい環境を整えた。

・ファミリー・サポート・センター 会員数：1,365人、活動件数：1,820件
・緊急サポートセンター 会員数：754人、活動件数：132件
事業周知のため、市広報かすかべ及び市公式ホームページに掲載するととも
に、市が所管するモニターに掲出した。

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

子育て支援センターにおいて、子育て支援講座（育児、食育、ベビーマッサー
ジ、絵本の読み聞かせ等）実施した。(コロナウイルス感染拡大防止のため中
止）

保育課

市民参加推進課
国や県などからポスター・チラシなどの掲示・配布依頼があれば行う。
（男女共同参画推
令和２年度：配布なし
進センター）

Ａ

Ｂ

男女がともに子育てする大切さを認識するために、初めての出産を迎える家族
と子育て中の家族を対象に子育て支援講座を開催した。
・子育て支援講座（子育て編）
12月20日（日） 参加者：親子５組（計13人）
市民参加推進課
3月20日（土） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
（男女共同参画推 決定
（家族編）
進センター）
3月21日（日） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
決定
（出産編）
3月28日（日） 参加者：夫婦４組（計８人）

こども相談課

Ａ

「教育相談センター」及び各校の「さわやか相談室」で随時相談を受け付ける。
臨床心理士、スクールカウンセラー等の専門家を配置し、相談態勢を整えた。

指導課

・両親学級：1回目6回、2回目6回実施。（妊婦：延べ145人、夫：延べ107人、計：
延べ252人）
歯科医師、栄養士、保健師、助産師による講話・演習を実施した。
・初孫教室：実施回数：2回、受講実人数：24人
・離乳食教室：実施回数：36回、参加人数：延べ338人
・乳幼児健康相談 実施回数：35回、 受相人数：延べ363人

Ａ

言語聴覚士による発達相談・言語相談を年4回実施した。

Ａ

Ａ

保育課

こども相談課

：207回
： 52回
： 36回
： 12回
： 12回

・乳幼児健康相談 実施回数：35回、受相人数：延べ363人
・子育て世代包括支援センターを開設し、助産師・保健師が常駐することによ
り、いつでも気軽に相談できる体制となった。
・子育て世代包括支援センター利用件数：5,494件

・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
市民参加推進課 ・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
（男女共同参画推 ・女性のカウンセリング相談 （第１～第３土）
進センター）
・女性のための法律相談 （第４土）
・男性のための相談 （第１日）

事業所との直接的な接点がな
いため、効果的な啓発手法が
ない。また、啓発資料や提供で
きる情報についても、制度を所
管する関係機関に依存してい
る。

コロナにより全面中止

コロナにより一部中止

継続

国などからの啓発資料を窓口において配布。

保育所や放課後児童クラブを利用しやすい環境を整える。

継続

継続

ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンター
・引き続き会員数、活動件数の増加を図る。
・事業の周知・広報を行う。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。

子育て支援センターにおいて、子育て支援講座（育児、食育、ベビーマッサージ、
絵本の読み聞かせ等）実施予定。

・「子育て練習講座」を開催し、“怒鳴らない子育て”の啓発を図る。
・両親学級：1回目10回、2回目10回／年実施。
歯科医師、栄養士、保健師、助産師による講話・演習を実施。
・孫育て教室：3回/年実施。保健師、栄養士による講話・試食・演習を実施。
・離乳食教室：48回／年実施。栄養士による講話・試食・交流会・個別相談。
・乳幼児健康相談：42回／年実施。保健師・栄養士・理学療法士・言語聴覚士・臨
床心理士による相談に加え、助産師による母乳相談を実施。

男女がともに子育てする大切さを認識するために、初めての出産を迎える家族と
子育て中の家族を対象に子育て支援講座を開催する。
子育て支援講座 出産編 年１回
子育て支援講座 家族編 年１回

継続

継続

継続

継続

継続

「教育相談センター」及び各校の「さわやか相談室」で随時相談を受け付ける。臨
床心理士、スクールカウンセラー等の専門家を配置し、相談態勢を整える。

言語聴覚士による発達相談・言語相談を年4回実施予定。

継続

継続

・乳幼児健康相談の実施。保健師・栄養士・理学療法士・言語聴覚士・臨床心理
士による相談に加え、助産師による母乳相談を実施
・子育て世代包括支援センターでの母乳相談、育児相談の実施
・市役所での平日（月～金）家庭児童相談、エンゼル・ドームでの休日家庭児童
相談のほか、児童センター3館で定期的な家庭児童相談を継続する。

継続

各種相談事業を実施する。
・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
・女性のカウンセリング相談 （第１～第３土）
・女性のための法律相談 （第４土）
・男性のための相談 （第１日）
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２-（１）-①－１１
乳幼児の保育・食事などに関する知識や技
育児に関する知識・技
術と病気や発達などの情報の提供を行い、
術など学習機会の拡
男女が共に育児を担えるよう支援する。
充

２-（１）-①－１０
児童センターや子育て支援センターなどでの
あらゆる場における子 事業をはじめさまざまな機会を活用して情報
育て情報提供の充実 提供を推進する。

２-（１）-①－９
男性も育児に主体的に関わることができるよ
子どもとのふれあい機 う情報提供と、保護者と子どもが一緒に参加
会の拡充
し、交流できる機会の提供などを充実する。

２-（1）-①-８
子育て家庭を経済的に支援するため、医療
子育て家庭への経済 費や子育てにかかる費用の一部を助成す
的支援
る。

Ｂ

（武里地区公民館）
・子育て広場
令和２年9月11日（金）親子ビクス 参加：4人
（武里大枝公民館）
・親子料理教室 ※新型コロナウイルス感染症、感染拡大防止のため中止

Ａ

Ｂ

子育てについての相談や親子の交流の場の提供と交流の促進の場として春
日部子育て支援センター他12施設の利用促進を図った。

子育てに関する実践的知識や技術などの情報提供や子育てに関する情報交
換ができるよう、子育て支援講座を開催した。
・子育て支援講座
市民参加推進課
（家族編）
（男女共同参画推
3月21日（日） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
進センター）
決定
（出産編）
3月28日（日） 参加者：夫婦４組（計８人）

Ａ

Ｃ

・両親学級：1回目6回、2回目6回実施。（妊婦：延べ145人、夫：延べ107人、計：
延べ252人）
歯科医師、栄養士、保健師、助産師による講話・演習を実施した。
・初孫教室：実施回数：2回、受講実人数24人
・離乳食教室：実施回数：36回、参加人数：延べ338人
・乳幼児健康相談：実施回数：35回、受相人数：延べ363人

地域子育て支援センターにおいて、子育て支援講座（食育、ベビーマッサージ）
で実践的な技術の情報提供を行い、男女ともに育児を担えるような支援を図っ
た。（コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

こども相談課

保育課

保育課

Ａ

各施設から配布されるポスター・チラシなどの掲示・配架を行った。

こども政策課

市民参加推進課
館内に子育てに関するパンフレットなどを設置し、男女が共に育児に参画でき
（男女共同参画推
るように情報提供をした。
進センター）
Ａ

Ａ

親子のふれあいができるよう、指導の焦点化・重点化を図った上で、他課と連
携を図りつつ、各小・中・義務教育学校に情報提供を行った。

指導課

中央公民館

Ａ

地域子育て支援センターでは、常時父親も育児に参加できるように開放し、ま
た、パンフレット等の配布などにより情報提供を行った。

Ｂ

Ａ

保育課

子育て支援講座・家族編や子育て編、親子工作教室で各家庭の子育ての情報
交換や父親と子どもがスキンシップを図り、父親の育児参加の意識啓発を行っ
た。
・男女共同参画セミナー
「親子工作教室～オリジナル万華鏡を作ろう～」
市民参加推進課 9月20日（日） 参加者：親子10組（計26人）
（男女共同参画推 ・子育て支援講座（子育て編）
進センター）
12月20日（日） 参加者：親子５組（計13人）
3月20日（土） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
決定
（家族編）
3月21日（日） 新型コロナウイルス感染症が拡大し、参加者募集前に中止
決定

こども政策課

・こども医療費
支給件数：250,164件
・ひとり親家庭等医療費
支給件数：40,640件

コロナにより全面中止

コロナにより一部中止

コロナにより一部中止

コロナにより一部中止

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

地域子育て支援センターにおいて、子育て支援講座（食育、ベビーマッサージ）で
実践的な技術の情報提供を行い、男女ともに育児を担えるような支援を図る。

・両親学級：1回目10回、2回目10回／年実施。歯科医師、栄養士、保健師、助産
師による講話・演習を実施
・孫育て教室：3回/年実施。保健師、栄養士による講話・沐浴デモンストレーショ
ンを実施
・離乳食教室：48回／年実施。栄養士による講話・試食・交流会・個別相談
・乳幼児健康相談：42回／年実施。保健師・栄養士・理学療法士・言語聴覚士・臨
床心理士による相談に加え、助産師による母乳相談を実施。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。
また、子育て関する実践的知識や技術などの情報提供や子育てに関する情報交
換ができるよう、子育て支援講座などを開催する。
・子育て支援講座 家族編 年１回
・子育て支援講座 出産編 年１回

子育てについての相談や親子の交流の場の提供と交流の促進の場として春日部
子育て支援センター他12施設の利用促進を図る。

各施設から配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布や、子育て情報メールで
事業の周知を行う。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。

・親子料理教室：令和３年度は開催予定なし

親子のふれあいができるよう、指導の焦点化・重点化を図った上で、他課と連携
を図りつつ、各小・中・義務教育学校に情報提供を行う。

地域子育て支援センターでは、常時父親も育児に参加できるように開放し、また、
パンフレット等の配布などにより情報提供を行う。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。
また、男性が子育てに主体的係ることができるよう、子育て支援講座などを開催
する。
子育て支援講座家族編 年１回
イクメン講座
年1回
親子工作教室
年１回

次の対象者の医療費を助成する。
・こども医療費
・通院：15歳年度末までの子ども。
・入院：18歳年度末までの子ども。
・ひとり親家庭等医療費
・ひとり親家庭等の18歳年度末までの子ども（一定の障がいがある子どもは20
歳未満まで）とその母（父）又は養育者。
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容
詳細内容

令和２年度実施結果

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 延べ利用件数：322件
・介護サービス給付総額：53,333,906円

２-（2）-②-４
性別などによる格差に 特に性別による格差がみられる分野につい
対する積極的格差是 て、是正するための待遇改善などを行う。
正対策の実施

商工振興課

商工振興課

国などからの啓発資料を窓口において配布。

Ｃ

Ａ

経済・社会を支える重要な労働力であるパー
トタイム労働者に、雇用や労働条件及び就業
形態・勤務形態などについて情報提供し、啓
発する。

２-（2）-②-３
パートタイム労働に関
する情報提供と啓発
推進

国などからの啓発資料を窓口において配布。
労働セミナーを実施。

Ａ

市民参加推進課
国や県などから配布されるチラシ・ポスターを掲示・配布し、パートタイム労働
（男女共同参画推
者に労働条件及び就業形態・勤務形態などについて情報提供を行った。
進センター）

進捗
状況

Ａ

令和２年度実施結果

市民参加推進課
国や県などから配布されるチラシ・ポスターを掲示・配布し、女性労働者に対す
（男女共同参画推
る差別の禁止などを啓発した。
進センター）

詳細内容

男女の雇用・賃金・昇格・昇進・教育の機会
などの均等化を推進する。不平等を受けた
場合の対処の支援をする。

担 当 課

２-（2）-②-２
労働条件における男
女平等の推進

容

Ａ

内

Ａ

進捗
状況

Ａ

男女が自ら選択した労働によって生計を立て
２-（2）-②-１
市民参加推進課
る機会を得る権利の保障と、女性労働者に
国や県などから配布されるチラシ・ポスターを掲示・配布し、女性労働者に対す
男女雇用機会均等法
（男女共同参画推
対する差別の禁止などについて啓発・推進
る差別の禁止などを啓発した。
の啓発推進
進センター）
する。

事 業 名

担 当 課

介護保険課

障がい者支援課 ホームヘルプサービス月平均利用者数：375人

女性管理職登用の促進のため、パンフレット
市民参加推進課
や働く女性のネットワークづくりなどでの啓
国や県などから配布されるチラシ・ポスターを掲示・配布し、女性管理職登用の
（男女共同参画推
発・情報提供を促進し、埼玉県の多様な働き
促進につながる情報の提供を行った。
進センター）
方実践企業認定制度の紹介をする。

内

②雇用の場における男女の均等な機会と待遇の確保

２-（2）-①-１
啓発・情報提供の促
進

事 業 名

①企業及び経済団体などにおける女性の経営参画促進

（２）働く場における男女共同参画

介護サービスの充実を図り、在宅の高齢者
や障がいのある人の地域生活を支援する。

２-（１）-②－２
介護サービスの充実

Ａ

Ａ

介護保険課

・健康脳トレ塾（開催回数：32回、延参加者数：285人）
・介護予防講演会（開催回数：6回、延参加者数：44人）
・すまいるケア教室（開催回数：2回、延参加者数：21人）
・そらまめ体操普及活動（実施会場：4か所、実施回数：12回、延参加者数：73
人）

進捗
状況

介護の役割を女性に固定せず、男女が担う
べきであることを念頭において講座を開催す
る。

詳細内容

令和２年度実施結果

２-（１）-②－１
介護講座などの開催

担 当 課

Ｃ

容

男女別なく介護に関心を持ち、関わる意識を市民に醸成するための講座を企
介護の役割を女性に固定せず、男女が担う 市民参加推進課 画したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった。
べきであることを念頭において講座を開催す （男女共同参画推 ・男女共同参画セミナー
る。
進センター）
「イザに備える介護保険のポイント」
2月21日（日） 新型コロナウイルス感染拡大のため中止

内

２-（１）-②－１
介護講座などの開催

事 業 名

②男女が共に担う介護

被雇用者の待遇について、企
業に指導する立場にないた
め、情報提供のみにとどまって
いる。

被雇用者の待遇について、企
業に指導する立場にないた
め、情報提供のみにとどまって
いる。また、セミナーの広報周
知を充実させる必要がある。

課題

課題

コロナにより全面中止

課題

継続

継続

継続

継続

継続

区 分

継続

区 分

国などからの啓発資料を窓口において配布。

国などからの啓発資料を窓口において配布。
労働セミナーを実施予定。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い、労働条件に
ついての情報提供を行う。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い、労働条件に
ついての情報提供を行う。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い、労働条件に
ついての情報提供を行う。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

国や県などから配布される女性管理職登用促進のためのポスター・チラシなどの
掲示・配布し、情報提供を行う。また、埼玉県の表彰規定に基づく優良企業の推
薦・紹介を行う。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

重度者を始めとし要介護認定者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じ24時
間体制で訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、
定期巡回訪問と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を実施
する。

在宅の障がい者に対するホームヘルプサービス利用の支援

継続

継続

・健康脳トレ塾（48回開催予定）
・介護予防講演会（9回開催予定）
・すまいるケア教室（4 回開催予定）
・そらまめ体操普及活動（7会場で実施予定）

介護の役割を男女がともに担う必要があることを念頭において講座を開催する。
年1回。

説 明 ・ 内 容

継続

継続

区 分

令和３年度実施予定
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詳細内容

令和２年度実施結果

２-（2）-④-３
育児や介護などにより退職した女性の再就
女性のエンパワーメン 職支援や、自己実現のためのセミナーを開
トセミナーの開催
催し、女性の能力開発を支援する。

男女共に再就職を希望する者を対象とした
セミナーの開催や企業と連携した情報提供
を行う。

２-（2）-④-２
再就職準備セミナー
の開催や情報提供

容

ひとり親家庭の経済的な自立の促進を図る
ため、職業能力の開発などを支援する。

内

２-（2）-④-１
ひとり親家庭の自立
支援

事 業 名

④就業のための能力開発及び情報提供の推進

２-（2）-③-２
育児休業・介護休業の取得促進を含め、仕
ワーク・ライフ・バラン
事と家庭・地域生活の両立のための情報提
スの実現のための情
供を行う。
報提供

２-（2）-③-１
労働相談の充実

・高等職業訓練促進給付金
支給人数：16人
・自立支援教育訓練給付金
支給人数：6人

詳細内容

国などからの啓発資料を窓口において配布。
オンラインによる就職支援セミナーを実施。

再就職を希望する女性を対象に、エンパワーメントセミナーを開催し、女性の能
市民参加推進課 力開発を支援した。
（男女共同参画推 ・女性のためのエンパワーメントセミナー
進センター）
「求人の見方・探し方のコツ」
10月21日（水） 参加者：15人

商工振興課

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

進捗
状況

Ａ

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で教職員対
象にワークライフ・バランスの実現に向けた研修を行った。

令和２年度実施結果

Ａ

Ａ

Ａ

進捗
状況

県の働く女性応援講座の資料等を窓口に配架。
育児休業制度の広報掲載。

再就職を希望する女性を対象に、エンパワーメントセミナーを開催し、女性の能
力開発を支援した。
・女性のためのエンパワーメントセミナー
市民参加推進課
「求人の見方・探し方のコツ」
（男女共同参画推
10月21日（水） 参加者：15人
進センター）
・メンズアクションセミナー
「生涯学習への取組み」
12月13日（日） 参加者：6人

こども政策課

担 当 課

指導課

商工振興課

市民参加推進課
国や県などから配布されるチラシ・ポスターを掲示・配布し、仕事と家庭を両立
（男女共同参画推
させるための情報提供を行った。
進センター）

担 当 課

２-（2）-③-２
育児休業・介護休業の取得促進を含め、仕
ワーク・ライフ・バラン
事と家庭・地域生活の両立のための情報提
スの実現のための情
供を行う。
報提供

容

市民参加推進課
国や県などから配布されるチラシ・ポスターを掲示・配布し、労働に関する相談
（男女共同参画推
機関などの情報提供を行った。
進センター）

内

男女がより良く働き続けるためにメンタルヘ
ルスを含めたあらゆる労働相談体制を整備
し、充実させる。

事 業 名

③働きやすい環境の整備

コロナ禍における就職支援セミ
ナーの在り方やニーズを取り入
れながら企画していく必要があ
る。

課題

勤労者向けセミナーの広報周
知等を充実させる必要がある。

課題

継続

継続

継続

継続

区 分

継続

継続

継続

継続

区 分

再就職を希望する女性を対象に、能力開発の支援などのためのセミナーを開催
する。
・女性のためのエンパワーメントセミナー 年2回

国などからの啓発資料を窓口において配布。
オンラインによるセミナーを実施。また、潜在的な有資格者の職場復帰を支援す
るためのセミナーを実施。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。
また、再就職を希望する女性を対象に、能力開発の支援などのためのセミナーを
開催する。
・女性のためのエンパワーメントセミナー 年2回

・医療事務など、対象の教育訓練講座を受講した場合、受講に要した経費の一部
を、「自立支援教育訓練給付金」として支給する。
・看護師や介護福祉士などの資格を取得するため、養成機関で１年以上修業す
る場合に、「高等職業訓練促進給付金」を支給する。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で教職員対象
にワークライフ・バランスの実現に向けた研修を行う。

国などからの啓発資料を窓口において配布。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い、ワーク・ライ
フ・バランスの実現のための情報提供を行う。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い、労働に関す
る相談機関などの情報提供を行う。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定
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容

農業経営に関する知識や技能を習得するた
めの研修などを行うと共に、家族経営協定の
普及を図る。

内

内

容

２-（3）-①－２
女性団体・男女共同
参画学習グループへ
の積極的支援

令和２年度実施結果

・防災士養成研修講座受講：全受講者34名のうち、女性5名。
・自主防災組織代表者：195組織のうち、女性7名。

詳細内容

国などからの啓発資料を窓口において配布。
女性などの起業希望者に対して、関係機関と連携して創業支援を実施。

社会教育課

環境政策課

・市民アカデミー
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

②環境学習講師養成講座（実践編）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業を中止することとした。
なお、参加予定者のうち希望者に対して、各講座に関するテキストを配布した。

①入門編
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業を中止することとした。

市民参加推進課
各種審議会などへ女性の積極的な登用を庁内で呼びかけた。
（男女共同参画推
令和２年度：通知２回
進センター）

防災対策課

担 当 課

商工振興課

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ

進捗
状況

Ａ

Ａ

進捗
状況

市民参加推進課
国や県などから配布されるチラシ・ポスターを掲示・配布し、女性起業者のため
（男女共同参画推
の各種講座や相談会の情報提供を行った。
進センター）

令和２年度実施結果

Ｂ

詳細内容

県農林振興センターと連携し、農業経営及び技術の習得に関する研修会や農
業相談を随時実施した。

農業振興課

担 当 課

市民参加推進課
男女共同参画社会実現のために活動する女
団体登録制度による登録をしていただき、活動のために男女共同参画推進セ
（男女共同参画推
性団体や学習グループへの支援を行う。
ンターの施設を利用できるようにする。
進センター）

地域社会の各種団体・グループなどの活動
２-（3）-①－１
に際し、女性がリーダーとなることが少ない
各種地域団体での女
分野において、男女共同参画の視点から意
性リーダーの積極的
識醸成を行い、女性の積極的な参画を促進
参画促進
する。

事 業 名

①地域活動における男女共同参画の推進

（３）地域における男女共同参画

女性の就労促進を社会や経済の活性化につ
２-（2）-⑤-２
なげるウーマノミクスの実現に向けて起業を
女性のチャレンジ支援
希望する女性などに対して、必要な情報提供
のための情報提供
を推進する。

２-（2）-⑤-１
農業に従事する女性
への支援

事 業 名

⑤さまざまな働き方のための支援

コロナにより全面中止

新たな生活様式を踏まえた講
座等の実施が望まれる。

コロナにより一部中止

地域における防災活動のリー
ダーとなる防災士資格の取得
や研修参加者について、女性
の割合が増加しているものの
未だ低い状況となっている。

課題

今後は女性の創業希望者が、
お試し出店できる環境などを整
えていく必要がある。

継続

農業経営及び技術の習得に関
する研修会等について周知を
図っているが、積極的な女性の
参加は伸び悩んでいる状況で
ある。

継続

継続

継続

継続

継続

区 分

継続

継続

区 分

課題

各種団体・グループなどに対し、積極的に支援を行う。

・市民アカデミーの開催
１０月開催

②環境学習講師養成講座（実践編）
令和3年度より環境学習講座の講師またはアシスタントになるために、講座に関
する技術や知識を養うことを目的とした講座を実施予定。

①入門編
地球温暖化対策・省エネ・身近な自然環境などに関する講座を実施予定。

各種団体・グループなどに対し、女性リーダーの積極的参加を
呼びかける。

令和２年度の事業を継続しつつ、新たな取組みとして女性のための防災講座など
を予定。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

国などからの啓発資料を窓口において配布。
女性などの起業希望者に対して、関係機関と連携して創業支援を実施。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い、女性起業者
のための各種講座や相談会の情報提供を行う。

農業経営及び技術の習得に関する研修会や相談、会議や研修会など、県や農協
などと連携して、女性が参加しやすいよう周知に努めて行く。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定
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男女共同参画社会実現のために活動する女
性団体や学習グループへの支援を行う。

中央公民館

（粕壁地区公民館）
・婦人講座
①令和2年6月12日（金）
「相続について」 中止
②令和2年6月19日（金）
「歌って健康！！」 中止
③令和2年6月26日（金）
「食べる事！～人生１００年時代を生きる～」「人権について学ぼう」 中止
（粕壁南公民館）
・幼児家庭教育学級
令和２年5月以降５回開催 延べ参加：104人
令和２年5月23日（土）親子でリトミック＆コンサート コロナにより中止
令和２年6月13日（土）キッズダンス教室 コロナにより中止
令和２年7月８日（水）ベビーマッサージ コロナにより中止
令和２年8月１日（土）赤ちゃんだっこフラ 参加：14人
令和２年9月19日（土）親子でリトミック＆コンサート 参加：42人
令和２年10月3日（土）親子クッキング 参加：８人
令和２年11月13日（金）KIDビクス 参加：26人
令和２年12月4日（金）ベビーマッサージ 参加：14人
令和３年1月30日（土）あそび畑 コロナにより中止
・公民館フェスティバル「親子コミュニティ」
令和２年度はコロナにより中止
・利用者団体代表者会議
令和３年2月6日（土） コロナにより中止

・社会教育関係団体への指導助言の実施
求めに応じて、団体活動の支援を行う。
・社会教育関係団体補助金の交付
6団体：3,117,552円

内

容

２-（3）-②－２
市民の地域活動支援

男女が共に主体的に家庭や地域活動に参加す
ることができる環境づくりに努める。

２-（3）-②-１
地域でのボランティア活動に際し、男女共同参画
ボランティア活動への情
の視点からあらゆる人が参加できるよう情報提
報提供及び拠点施設の
供及び拠点施設を活用する。
活用

事 業 名

②地域活動を促進する環境整備
令和２年度実施結果

・生涯学習人材情報登録者の活用
人材情報登録者数（ボランティア） 個人：10人、団体：3団体

・男女共同参画セミナー
「話そう！学ぼう！コロナ禍の仕事、悩みいろいろ」
3月14日（日） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
市民参加推進課 ・女性のためのエンパワーメントセミナー
（男女共同参画推
「求人の見方・探し方のコツ」
進センター）
10月21日（水） 参加者：15人
・メンズアクションセミナー
「生涯学習への取組み」
12月13日（日） 参加者：6人

社会教育課

市民参加推進課
国や県などからポスター・チラシなどの掲示・配布依頼があれば行う。
（男女共同参画推
令和２年度：配布なし
進センター）

担 当 課

・男性のための家事支援講座
（家の清掃編）
男性の新たな価値観・生きがいなどを構築
1月17日（日） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
２-（3）-①－３
市民参加推進課
し、その能力と技術を活用し地域社会の活性
（家の整理収納編）
男性の地域活動への
（男女共同参画推
化と生きがいづくりを兼ねて、地域生活への
2月6日（日） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
参加促進
進センター）
男性の参画を積極的に促進する。
・メンズアクションセミナー
「生涯学習への取組み」
12月13日（日） 参加者：6人

２-（3）-①－２
女性団体・男女共同
参画学習グループへ
の積極的支援

社会教育課

Ｂ

Ａ

Ａ

進捗
状況

Ｂ

Ｂ

Ａ

コロナにより一部中止

課題

コロナにより一部中止

コロナにより一部中止

継続

継続

継続

区 分

継続

継続

継続

男性のための家事支援講座とメンズアクションセミナーを開催し、男性の地域社
会への参加を促し、生きがいづくりを行う。

・生涯学習人材情報登録者の活用

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

男性のための家事支援講座とメンズアクションセミナーを開催し、男性の地域社
会への参加を促し、生きがいづくりを行う。

（粕壁地区公民館）
・婦人講座の開催
①令和3年6月11日（金） 「カラダは食べた物からできているから～元気な人生
１００年のためのヒント～」「人権について学ぼう」
②令和3年6月18日（金） 「転倒予防のための太極拳」
③令和3年6月25日（金） 「今知っておきたい！相続のはなし」
（粕壁南公民館）
・幼児家庭教育学級の開催
開催趣旨：子育て家庭の相互交流・学習支援
・公民館フェスティバル「親子コミュニティ」の開催
開催趣旨：親子および地域住民の交流支援
令和3年10月開催予定
・利用者団体代表者会議の開催
開催趣旨：利用団体との意見交換・相互交流
令和4年2月開催予定

・社会教育関係団体への指導助言の実施
求めに応じて、団体活動の支援を行う。
・社会教育関係団体補助金の交付
6団体
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容

民生・児童委員や地域のボランティアなどを
活用し、子どもや子育て家庭など支援を要す
る世帯に対して、見守りなど地域ぐるみの支
援体制を整備する。

内

容

３-（1）-①-１
誰もが安心して生活できるよう、近隣住民の
地域交流活動の促進 交流を促進する。

内

①あらゆる人が安心・安全に暮らせる地域づくり

（１）安心・安全な地域社会の実現

事 業 名

Ａ

Ａ

Ｂ

・子育て支援拠点施設6か所の運営
・「地域子育て支援協議会」から、子育てパンフレット「春日部市子育て支援施
設＆団体案内」を3,500部作成。生後2か月頃の全戸訪問等にて配布。
・子育て支援団体4団体へ補助金交付

・健康脳トレ塾（開催回数：32回、延参加者数：285人）
・介護予防講演会（開催回数：6回、延参加者数：44人）
・すまいるケア教室（開催回数：2回、延参加者数：21人）
・そらまめ体操普及活動（実施会場：4か所、実施回数：12回、延参加者数：73
人）
・介護支援ボランティアポイント事業（登録人数：576人）

･老人大学・大学院事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
中止
・老人クラブ活動を支援する。 53クラブ 1,934名

生活支援課

こども政策課

介護保険課

高齢者支援課

詳細内容

Ａ

進捗
状況

Ａ

地域活動支援センター事業補助金
Ⅰ型（１事業者）
14,374,000円
Ⅱ型（１事業者）
12,664,037円
Ⅲ型（３事業者）
22,500,000円
サービス向上型（１事業者） 17,649,500円

・コミュニティ推進事業費助成金
市民参加推進課 事業主体：赤沼自治会、内谷町会
（市民活動セン
事業成果：集会所施設の環境が整備されたことで、子どもから大人までより
ター）
多くの会員が集うようになり、会員間の交流がさらに深まった。また、会議や各
種事業も効率的に実施できるようになり、自治会活動の活性化につながった。

担 当 課

Ａ

・かすかべ遊学フェスティバルの開催
令和2年10月1日から令和2年12月31日まで
参加事業数：29事業
参加者数：7,389人

令和２年度実施結果

Ｂ

毎月２回（あしすと春日部で１回、武里市民センターで１回）子育てサロンを開
催し、子育て中の保護者同士の交流の機会を設けると共に、主任児童委員や
家庭児童相談員が、家庭での保育に関する相談に応じました。ただし、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、4月～7月、1月～3月のあしすと
春日部開催分と4月～7月、9月、2月～3月の武里市民センター開催分は中止
となりました。

社会教育課

進捗
状況

令和２年度実施結果
詳細内容

担 当 課

地域において近隣の人々との交流を促進し、
障がいのある人の居宅生活の支援と、介護
障がい者支援課
者の負担軽減を図り、障がいのある人の自
立及び社会参加を促進する。

３．誰もが住みやすい地域社会づくり国際理解の推進

２-（3）-③-４
障がい者の自立と社
会参加の促進

２-（3）-③-３
誰もが生きがいを持って暮らしていけるよう
生きがいづくりの活動 に、生涯学習や地域活動をはじめとするさま
の充実
ざまな活動の場を提供する。

２-（3）-③-２
要支援・要介護状態にならないように、高齢
介護予防活動の充実 者を対象として介護予防事業を実施する。

２-（3）-③-１
子育て世帯などへの
支援の充実

事 業 名

③地域で取り組む子育て・介護

課題

老人クラブの会員が減少傾向
にあるので会員の増員に向け
て勧誘活動を行う。

コロナにより一部中止

コロナにより一部中止

課題

継続

区 分

継続

継続

継続

継続

継続

継続

区 分

集会所の整備や備品の整備について補助・助成を行うことで、地域コミュニティ等
による交流活動の活性化を図る。
・コミュニティ推進事業費助成金

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

地域活動支援センター５事業所への補助

・かすかべ遊学フェスティバルの開催
令和3年10月1日から令和3年12月31日まで

・老人大学・大学院事業を実施する。
・老人クラブ活動を支援する。

・健康脳トレ塾（48回開催予定）
・介護予防講演会（9回開催予定）
・すまいるケア教室（4回開催予定）
・そらまめ体操普及活動（7会場で実施予定）
・介護支援ボランティアポイント事業（通年）

・子育て支援拠点施設6か所の運営
・「地域子育て支援協議会」から、子育てパンフレット「春日部市子育て支援施設
＆団体案内」を発行。生後2か月頃の全戸訪問等にて配布。
・子育て支援団体へ補助金交付

毎月２回（あしすと春日部で１回、武里市民センターで１回）子育てサロンを開催
し、子育て中の保護者同士の交流の機会を設けると共に、主任児童委員や家庭
児童相談員が、家庭での保育に関する相談に応じます。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定
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Ａ

Ａ

・避難場所鍵担当者及び施設管理者等を対象とした避難所運営に関する説明
会を実施し、避難所開設及び初期運営の方針について共有した。

地域防災計画に基づいた校内規定等の策定について、校長会、教頭会、学校
訪問等の機会をとらえて働きかけた。

防災対策課

指導課

３-（１）-①-７
緊急時の対応

聴覚・言語機能に障がいがあり、音声による
意思疎通が困難となる人の緊急通報利用時
の利便性を高める対応を行う。

警防課

交通防犯課

Ａ

Ａ

現在登録者数：４２名（前年度より６名増）
周知方法について
・春日部市公式ホームページ、広報紙の掲載。
・関係各所に配置したリーフレットの補充。

Ａ

市のまちづくり施策において、女性や高齢者、障がいのある人、子どもを含むさ
まざまな生活者の視点・要望を反映し、ユニバーサルデザインの推進をはじめ
男女共同参画の視点を持ったまちづくりを推進した。

女性のためのセルフ・ディフェンス（自己防
市民参加推進課
国や県などからポスター・チラシなどの掲示・配布依頼があれば行う。
衛）講座など、暴力から自分の身を守るため （男女共同参画推
令和２年度：配布なし
の技術・情報提供を行う。
進センター）

３-（1）-①-５
被害を回避するため
の情報の提供

市のまちづくり施策において、女性や高齢
３-（1）-①-６
者、障がいのある人、子どもを含むさまざま
男女の生活者の視点
な生活者の視点・要望を反映し、ユニバーサ
が反映されたまちづく
ルデザインの推進をはじめ男女共同参画の
りの推進
視点を持ったまちづくりを推進する。

災害時の避難所設置において、女性や高齢
者、障がいのある人など特に支援を必要とす
る人に配慮した対応を行う。

Ｂ

Ａ

地域防災計画に基づいた校内規定等の策定について、校長会、教頭会、学校
訪問等の機会をとらえて働きかけた。

指導課

（消）総務課

Ａ

・「洪水時における避難確保計画」作成及び避難訓練実施の義務について、新
規施設と未対応の既存施設に対して通知するなど、要配慮者の避難体制強化
を図った。

防災対策課

消防団員入団促進するために会議及びＰＲ活動を実施する。
・女性部会議
・実施：令和3年2月17日
・中止：令和2年4月15日、7月15日、10月7日
※新型コロナウイルス感染症、感染拡大防止に伴い中止
・大凧あげ祭り
・中止：令和2年5月3日、5日
※新型コロナウイルス感染症、感染拡大防止に伴い中止
・「埼玉県女性消防団員の日」県下一斉PRイベント※久喜市開催
・中止：令和2年9月5日
※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い中止

Ａ

Ａ

・「こどもかけこみ１１０番の家」の実施
地域で子どもたちの安全安心を図るため、市ＰＴＡ連合会が各単位ＰＴＡや、
教育委員会、警察署等と連携して取り組む。
(２年度設置件数：1,155件)

自主防犯活動団体へパトロール用ベスト、帽子、合図灯を配布
（R2.４～５月登録申請書受付、７月パトロール支援用品配布）

社会教育課

交通防犯課

３-（1）-①-４
災害時の対応

３-（1）-①-３
女性や子ども、高齢者、障がいのある人など
地域防災計画や各種 特に支援を必要とする人に配慮した地域防
マニュアルなどの整備 災計画の策定や、マニュアルの整備を行う。

３-（1）-①-２
地域見守り活動の実
施

安全な生活環境を整備するため、小学生な
どの登下校の見守りや「こどもかけこみ110
番」の家などの実施、地域住民によるパト
ロールなどの住民活動を支援する。

システムの周知方法を検討す
る必要がある。

コロナにより一部中止

避難者が主体となって避難所
の運営を行っていくことや、避
難所運営本部に女性が参画す
ることの重要性を一層考慮す
る必要がある。

マニュアルやリーフレットに多
様な視点が必要である。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

登録者数：４２名（令和３年５月１日現在）
周知方法について
・春日部市公式ホームページ、広報紙の掲載。
・関係各所にリーフレット配置（補充）

市のまちづくり施策において、女性や高齢者、障がいのある人、子どもを含むさま
ざまな生活者の視点・要望を反映し、ユニバーサルデザインの推進をはじめ男女
共同参画の視点を持ったまちづくりを推進する。

国や県などから配布される女性のためのセルフ・ディフェンス講座などのポス
ター・チラシなどの掲示・配布し、情報提供を行う。

・女性部会議「消防団員入団促進ＰＲの活動協議」
・実施 令和3年4月14日、7月14日、10月6日、令和4年2月16日
・会議 ・女性消防団員52人(延べ人数）
・大凧あげ祭り「消防団員入団促進ＰＲを実施」
・実施 令和3年5月3日、5日
・イベント来場者対象 ・女性消防団員4人(延べ人数）
・「埼玉県女性消防団員の日」県下一斉PRイベント※春日部市開催「消防団員
入団促進ＰＲを実施」
・実施 令和3年9月4日
・イベント来場者対象 ・女性消防団員13人

地域防災計画に基づいた校内規定等の策定について、校長会、教頭会、学校訪
問等の機会をとらえて働きかける。

新型コロナウイルス等の感染症に対応した避難所開設・運営マニュアルを作成
し、開設・初期運営の手順の統一化を図る。また、避難所開設・運営に必要な物
資の追加配備を行う。

地域防災計画に基づいた校内規定等の策定について、校長会、教頭会、学校訪
問等の機会をとらえて働きかける。

引き続き、他自治体の事例を参考に、防災啓発リーフレットの更なる充実を図っ
ていく。

・「こどもかけこみ１１０番の家」の実施
地域で子どもたちの安全安心を図るため、市ＰＴＡ連合会が各単位ＰＴＡや、教
育委員会、警察署等と連携して取り組む。

自主防犯活動団体へパトロール用ベスト、帽子、合図灯を配布
（Ｒ3.４月登録申請書受付、７月パトロール支援用品配布）
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内

容

令和２年度実施結果

インターナショナルフレンドシップデイや学校訪問等の機会をとらえて、市内す
べての小・中・義務教育学校で児童・生徒の発達段階に応じた国際理解教育を
推進するよう働きかけた。

詳細内容

容

担 当 課
詳細内容

令和２年度実施結果

３-（2）-②-５
行政窓口や、学校などとの連絡など日本語
通訳ボランティアの活 がわからないことによる生活上の問題を解決 市民参加推進課 通訳ボランティアの紹介：のべ２名
用
するため、通訳サービスを提供する。

Ａ

Ａ

３-（2）-②-４
外国人住民に対する
日本語教室の開催

市内に住む外国人住民の持つ不安や悩みを
少しでも解消できるように、コミュニケーション
・春日部市国際交流協会との共催で日本語教室を開講
市民参加推進課
の手段としての日本語を学習する機会を提
→延べ参加者数：869人
供する。

Ａ

Ａ

Ａ

・外国語版予防接種予診票の配付：18件
・外国語版予防接種と子どもの健康：16件

外国語版の母子健康手帳の交付：29件

Ａ

進捗
状況

Ｃ

Ａ

進捗
状況

Ｂ

英語・中国語・韓国語併記による公共施設な
３-（2）-②-３
かすかべガイドマップ（多言語版）の改訂を行なった。
どの情報を掲載した市内全体地図の提供を
多言語ガイドマップの
市民参加推進課 市ホームページに掲載及び配架し、市内地図や日常生活に必要な情報を提供
行い、外国人住民の日常生活の利便性の向
発行
した。
上に努める。

健康課

こども相談課

外国人女性の人権尊重の視点から、生活上 市民参加推進課
国や県で行っている外国人住民に対する相談窓口の情報を収集し、窓口など
の悩み事などについての相談窓口を充実す （男女共同参画推
で提供した。
る。
進センター）

内

３-（2）-②-２
外国語版予防接種問診票及び母子健康手
外国人住民への母子 帳を発行し、外国人住民の妊婦及び乳幼児
健康管理支援
の健康に関する支援を行う。

３-（2）-②-１
外国人住民に関する
相談の充実

事 業 名

指導課

担 当 課

高齢者支援課

・緊急通報システム設置事業（設置台数：1,700台、通報件数：753件、うち救急
出動：224件、健康相談：529件）
・配食サービス事業（実利用者数：372人、配食数：51,460食）
・家族介護用品支給事業（実利用者数：1,410人）
・在宅福祉サービス事業（日常生活用具 電磁調理器：6件）
・高齢者安心見守り事業（利用者数：57人）
・家具転倒防止器具設置促進事業（2件）

姉妹・友好都市との交流や、外国人研修生
・春日部市国際交流協会主催「KIFA-セントジェームズ校交流プログラム」によ
のホームステイの受け入れ、日本語スピーチ
る、フレーザーコースト市との交流事業の後援
コンテストなどの交流を行い、出身国の習慣 市民参加推進課 →新型コロナウイルス感染拡大により渡航禁止のため、中止
や文化を学び、市民と外国人住民との相互
・外国人のための日本語スピーチコンテストを開催（令和2年2月2日）
理解を推進する。
→新型コロナウイルス感染拡大防止のために、中止

②コミュニケーションを図るための支援

３-（2）-①-２
国際理解・交流の推
進

３-（2）-①-１
学校教育での国際化 国際理解教育の向上に努める。
の取り組みの強化

事 業 名

①国際理解・交流の推進

（２）国際理解の推進と外国人住民への支援

高齢者などが自立に向けて生活しやすいよ
３-（１）-①-８
う支援をする。特にひとり暮らしの高齢者や
ひとり暮らしの高齢者
高齢者のみ世帯に配慮した支援、見守りを
などへの支援
行う。

課題

コロナのため全面中止

課題

一人暮らしや高齢者のみ世帯
が増えており、需要は高まって
いるが、入院や施設への入所
による利用の中止などがあり、
利用者数は変動している。

継続

継続

継続

引き続き通訳ボランティアの紹介を実施する

中央公民館を会場とする木曜教室と土曜教室、正風館で庄和教室を開講し、3教
室体制で日本語を学習する機会を提供する。

かすかべガイドマップ（多言語版）の周知を行う。

外国人の保護者（希望者）に対して、外国語版予防接種予診票等を随時配付。

・外国人の妊婦（希望者）に対して、外国語版（英語・中国語等）を交付。

継続

継続

国や県で行っている外国人住民に対する相談窓口の情報を収集し、窓口などで
提供する。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

・春日部市国際交流協会主催「KIFA-セントジェームズ校交流プログラム」による、
フレーザーコースト市との交流事業の後援
・春日部市国際交流協会との共催で外国人のための日本語スピーチコンテストを
開催

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生徒
の発達段階に応じた国際理解教育を推進するよう働きかける。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

継続

区 分

継続

継続

区 分

継続

・緊急通報システム設置事業
・配食サービス事業
・家族介護用品支給事業
・在宅福祉サービス事業
・高齢者安心見守り事業
・高齢者宅家具転倒防止器具設置促進事業
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容

４-（1）-②-１
健康に関する相談事
業の充実

事 業 名

心と身体の健康や悩みなど、市民の相談に
応じ、助言や情報提供などを行う。

健康課

担 当 課

４-（1）-①-３
がん検診などの充実

容

健康課

がんの早期発見のため、胃がん検診、肺が
ん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳
がん検診を実施するとともに、歯周病検診な
どの成人検診を実施する。

内

国民健康保険課

健康課

担 当 課

警防課

特定健診を行い、メタボリック・シンドローム
該当者に対し、保健指導を行うことにより生
活習慣病の予防に努める。

②相談体制の充実

市公式ホームページに、外国語に対応した防災啓発ページへのリンクを貼り付
け、外国人住民への意識向上を図った。

令和２年度実施結果

・春日部市保健センターでの健康相談：実施回数回：随時、相談件数：14人
・まちかど健康相談：実施回数：20回、相談件数：196人
・こころの健康相談：実施回数：25回

詳細内容

Ａ

進捗
状況

Ａ

・歯周病検診・・・受診者数：個別：439人
・胃がん検診・・・受診者数：個別：1,210人 集団：1,461人
・肺がん検診.・・・受診者数：個別Ｘ線：35,612人、個別喀痰：1,644人
・大腸がん検診・・・受診者数：個別：29,700人
・子宮がん検診・・・受診者数：個別頸部：4,248人、個別体部：1,884人
・乳がん検診・・・集団及び個別で実施、受診者数：5,483人
・肝炎ウイルス検診・・・受診者数：675人

令和２年度実施結果

Ａ

Ａ

進捗
状況

Ａ

Ａ

Ａ

8/1～12/10 市内65の医療機関において実施
対象者：38,344人、受診者：16,953人(R3.5.26現在)

・広報紙やホームページ、安心安全情報メールで情報提供を行った。
・医療機関にポスターの掲示やチラシの配布を依頼した。

詳細内容

委託業者による通訳センターを介し、通訳サービスを行っている

・多言語マップ（改訂版）の配架（日本語・中国語・韓国語・英語）
・一般財団法人消防防災科学センター発行の「地震に自信を」（英語・中国語・
市民参加推進課 韓国語・ポルトガル語・ベトナム語）の配布
・災害時外国人支援体制づくり協議会「外国人緊急カード」の配架
・防災マニュアルブック【多言語版】（埼玉県発行）の配架

４-（1）-①-２
特定健診・特定保健
指導の実施

４-（1）-①-１
広報紙やホームページ、医療機関の窓口な
医療機関や健康に関 どを介した情報提供体制づくりの促進を図
する情報の提供
る。

事 業 名

①医療、健康診査体制の充実

（1）男女の生涯を通じた健康づくりと自立支援

内

日本語がわからない外国住民に対し、緊急
時の１１９番通報の多言語の通訳サービスを
提供する。

３-（2）-②-７
外国住民に対する緊
急時支援

４．男女の健康に関わる体制の充実

日本語のわからない外国人住民に対し、避
難所など災害時の情報提供を行う。

３-（2）-②-６
災害時における外国
人住民への支援

防災対策課

課題

課題

災害時における外国人向けの
複数の情報発信手法の検討

継続

区 分

継続

継続

継続

区 分

継続

継続

継続

・健康相談 ：随時
・まちかど健康相談：実施回数：35回
・こころの健康相談：実施回数：36回

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

・がんの早期発見のため、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん
検診、乳がん検診を実施するとともに、肝炎ウイルス検診、歯周病検診などの成
人検診を実施する。
・受診率を向上させるため、受診勧奨をおこない、広報やホームページ等で普及
啓発をはかる。

6/1～10/31 市内67の医療機関において実施

・広報紙やホームページ、安心安全情報メールなどで情報提供を行う。
・医療機関にポスターの掲示やチラシの配布などを依頼する。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

委託業者による通訳センターを介し、通訳サービスを行う

・多言語マップ（改訂版）の配架（日本語・中国語・韓国語・英語）
・一般財団法人消防防災科学センター発行の「地震に自信を」（英語・中国語・韓
国語・ポルトガル語・ベトナム語）の配布
・災害時外国人支援体制づくり協議会発行「7ヶ国語防災ガイドブック」の配架
・災害時外国人支援体制づくり協議会「外国人緊急カード」の配架
・防災マニュアルブック【多言語版】（埼玉県発行）の配架

外国人住民向けに、災害情報の取得に有益なコンテンツを、市公式ホームページ
へ掲載するなど、災害時における外国人住民への支援を行う。
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容

健やかな成長や健康の保持増進のための
望ましい運動や食事などの生活習慣につい
て、情報の提供や学習機会を充実する。

内

４-（1）-③-３
性感染症に関する情
報の提供と学習機会
の充実

性感染症に関する正しい知識をもって感染を
予防できるよう、積極的な啓発活動を行う。

４-（1）-③-２
喫煙、飲酒、薬物が及ぼす健康被害や妊
飲酒・喫煙・薬物に関 娠・出産への影響について情報提供をし、積
する情報提供の充実 極的な啓発活動を行う。

４-（1）-③-１
望ましい食生活や運
動習慣に関する情報
提供と学習機会の充
実

事 業 名

③学習機会の提供・情報提供の充実

Ａ

詳細内容

公立保育所では園庭や畑で野菜を栽培し、野菜の生長を観察しながら保育士
の話を聞いたり絵に描いたり絵本を読んだりする。こどもが収穫した野菜を給
食室で調理し、昼食やおやつを食べながら保育士が野菜の話をして食育の推
進を図った。

Ａ

Ａ

・市内の高校（6校）を対象に献血時、思春期に関するパンフレット・・・1560枚以
上（データにて配布1枚あり）配布。
・思春期相談・・・0件

健康課

性教育について指導の焦点化・重点化を図った上で、正しい知識をもって対処
できるよう、各小・中・義務教育学校に情報提供を行った。

Ａ

薬物乱用防止等について、指導の焦点化・重点化を図った上で、リーフレットや
関係機関のホームページを紹介するなど、各小・中・義務教育学校に情報提供
を行った。

指導課

指導課

Ａ

・母子健康手帳交付時に「情報提供冊子」を配付し、妊婦自身の健康支援を
行った。

こども相談課

健康課

Ａ

・市内小中学校において食育授業や給食だよりを発行し、情報提供を行った。

学務課

・かすかべ酒販組合・春日部たばこ商業協同組合等が主催する未成年者飲酒
防止及び喫煙防止の駅頭キャンペーンを後援。新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、駅頭ではなく、直接市内高校に啓発品を持ち込み配布を依頼。
未成年の飲酒・喫煙防止に関するチラシ：9,650枚配布
・市内の高校（6校）を対象に献血時、思春期保健に関するパンフレット：1560枚
以上（データにて配布1枚あり）配布。（献血中止となり、6校に持参する）

Ａ

・食育講座・・・実施回数０回

Ｃ

進捗
状況

令和２年度実施結果

健康課

保育課

担 当 課

コロナにより全面中止

課題

継続

継続

継続

継続

性感染症について指導の焦点化・重点化を図った上で、正しい知識をもって対処
できるよう、各小・中・義務教育学校に情報提供を行う。

・市内の高校を対象に思春期保健に関するパンフレットを配布。

飲酒・喫煙・薬物について指導の焦点化・重点化を図った上で、正しい知識をもっ
て対処できるよう、各小・中・義務教育学校に情報提供を行う。

・かすかべ酒販組合・春日部たばこ商業協同組合等が主催する未成年者飲酒防
止及び喫煙防止の駅頭キャンペーンを後援。未成年の飲酒・喫煙防止に関する
ちらしを配布。
・市内の高校を対象に思春期保健に関するパンフレットを配布。

・母子健康手帳交付時に「情報提供冊子」を配付し、妊婦自身の健康支援を行
う。

・食育授業や給食だよりにより情報提供を継続して行う。

継続

継続

・食育講座：2回／年実施。小学生対象に調理実習と講義の中で情報提供する。

公立保育所では園庭や畑で野菜を栽培し、野菜の生長を観察しながら保育士の
話を聞いたり絵に描いたり絵本を読んだりする。こどもが収穫した野菜を給食室
で調理し、昼食やおやつを食べながら保育士が野菜の話をして食育の推進を図
る。

説 明 ・ 内 容

継続

継続

区 分

令和３年度実施予定
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内

容

担 当 課
詳細内容

令和２年度実施結果

容

両親学級などの体験型の講座を通じ、安心
して妊娠・出産に臨むことができるように情報
の提供と参加者の交流を行う。

内

女性が持つ妊娠・出産という特有の母性機
能を社会全体が保護すべきであり、それを女
４-（2）-②-２
性差別の理由としてはならないことについて
母性保護のための情
意識啓発を行う。特に妊娠中及び出産後の
報提供
女性の健康管理に係る措置に関する啓発を
行う。

４-（2）-②-１
妊娠出産に関する情
報提供の充実

事 業 名

②妊娠・出産に関する知識・情報提供の充実

４-（2）-①－２
男女が平等な立場で 性と生殖に関する健康と権利の尊重につい
主体的に決定できる て、男女が共に正しい知識を持てるように意
妊娠・出産に関する意 識啓発を充実する。
識づくり

詳細内容

こども相談課

・母子健康手帳交付時に、「情報提供冊子」を配付し、妊婦自身の健康支援を
行った。
・両親学級：１回目6回／年、２回目6回実施。（妊婦：延べ145人、夫：延べ107
人 計：延べ252人）歯科医師、栄養士、保健師、助産師による講話・演習を
行った。

市民参加推進課
国や県などからポスター・チラシなどの掲示・配布依頼があれば行う。
（男女共同参画推
令和２年度：配布なし
進センター）

こども相談課

令和２年度実施結果

・両親学級1回目6回／年、2回目6回実施。（妊婦：延べ145人、夫：延べ107人
計：延べ252人）
・出産の経過についての講話、沐浴の見学、人形を使用し着替えやおむつ替
えの練習をおこなった。
・市公式ホームページに、妊婦への情報を掲載すると共に、両親学級をＰＲし
た。

市民参加推進課 ・子育て支援講座
（男女共同参画推 （出産編）
進センター）
3月28日（日） 参加者：夫婦４組（計８人）

担 当 課

こども相談課

・両親学級1回目6回／年、2回目6回実施。（妊婦：延べ145人、夫：延べ107人
計：延べ252人）
・両親学級に参加した妊婦の夫に対し、保健師より「パパの育児」として、夫婦
での子育て、ママへのサポートなど出産後の生活について講話、参加者全員
に、助産師より出産の経過について講話、人形を使用し着替えやおむつ替え
の練習をおこなった。
・市公式ホームページに、妊婦への情報を掲載すると共に、両親学級をＰＲし
た。

市民参加推進課
国や県などからポスター・チラシなどの掲示・配布依頼があれば行う。
（男女共同参画推
令和２年度：配布なし
進センター）

国や県から配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行った。
子育て支援講座～出産編～で、夫を含め出産を控える女性の健康維持や不
市民参加推進課 安解消の方法等を含め、女性の性と生殖に関する健康の権利等について学ぶ
（男女共同参画推 機会とした。
進センター）
・子育て支援講座
（出産編）
４-（2）-①－１
3月28日（日） 参加者：夫婦４組（計８人）
成人を対象にした講座を開催し、性と生殖に
人権尊重の視点に
関する健康と権利の知識の普及や女性の人
立った性と生殖に関す
権についての学習機会の充実を図る。
・両親学級1回目6回／年、2回目6回実施。（妊婦：延べ145人、夫：延べ107人
る健康と権利の普及
計：延べ252人）
・両親学級に参加した妊婦の夫に対し、保健師より「パパの育児」として、夫婦
での子育て、ママへのサポートなど出産後の生活について講話、参加者全員
こども相談課
に、助産師より出産の経過について講話、人形を使用し着替えやおむつ替え
の練習をおこなった
・市公式ホームページに、妊婦への情報を掲載すると共に、両親学級をＰＲし
た。

事 業 名

①生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重についての考え方の定着

（２）性と生殖に関する健康と権利の尊重

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

進捗
状況

Ａ

継続

継続

継続

継続

区 分

継続

継続

・母子健康手帳交付時に「情報提供冊子」を配付し、妊婦自身の健康支援を行
う。
・両親学級：1回目10回、2回目10回／年実施。歯科医師、栄養士、保健師、助産
師による講話・演習を行う

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。

・両親学級：1回目10回、2回目10回／年実施。
・出産の経過についての講話、沐浴の見学、人形を使用し着替えやおむつ替え
の練習をおこなう。
・市公式ホームページに、妊婦への情報を掲載すると共に、両親学級をＰＲ。

妊娠・出産に関する情報提供と、参加者同士の交流機会として、体験型の講座を
開催する。
・子育て支援講座出産編 年１回

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

・両親学級：1回目10回、2回目10回／年実施
・両親学級に参加した妊婦の夫に対し、保健師より「パパの育児」として、夫婦で
の子育て、ママへのサポートなど出産後の生活について講話、参加者全員に、助
産師より出産の経過について講話、人形を使用し着替えやおむつ替えの練習を
おこなう
・市公式ホームページに、妊婦への情報を掲載すると共に、両親学級をＰＲ。

国や県などで作成するパンフレットなどを収集し、館内に配架する。

継続

Ａ

Ａ

・両親学級：1回目10回、2回目10回／年実施。
・両親学級に参加した妊婦の夫に対し、保健師より「パパの育児」として、夫婦で
の子育て、ママへのサポートなど出産後の生活について講話、参加者全員に、助
産師より出産の経過について講話、人形を使用し着替えやおむつ替えの練習を
行う
・市公式ホームページに、妊婦への情報を掲載すると共に、両親学級をＰＲ。

説 明 ・ 内 容

国や県から配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行う。
性と生殖に関する健康と権利の知識の普及や女性の人権についての講座を開
催する。
・子育て支援講座（出産編） 年１回

区 分

継続

課題

課題

令和３年度実施予定

Ａ

進捗
状況
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内

容

性と生殖に関する悩みや性同一性障害の悩
みなど、各種相談に応じて助言や情報提供
などを行う。

内

容

詳細内容

1,518件
178件
382件
98件
49件

健康課

・情報提供と啓発・・・0件

Ｂ

Ａ

Ａ

こども相談課

・パンフレット等による啓発
児童虐待防止の啓発に関する内容や相談・通告先を子育てガイドブック「め
ばえ」、市公式ホームページに掲載
チラシを作成し、小学校、地域子育て支援拠点、市内各保育所・園、幼稚園を
通じ、各家庭へ配布
・広報紙への掲載
児童虐待防止の啓発に関する内容や、相談・通告先を広報11月号へ掲載
・古利根公園橋のライトアップ
児童虐待防止推進月間（11月）に、古利根公園橋を児童虐待防止のイメージ
カラーであるオレンジ色にライトアップ
・市役所本庁舎へ標語を掲示
児童虐待防止推進月間（11月）に、市役所本庁舎窓ガラスへ標語を掲示

進捗
状況

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

進捗
状況

Ａ

詳細内容

令和２年度実施結果

「教育相談センター」及び各校の「さわやか相談室」で随時相談を受け付けた。
臨床心理士、スクールカウンセラー等の専門家を配置し、相談態勢を整えた。

・相談・・・0件

言語聴覚士による発達相談・言語相談を年4回実施した。

：207回
： 52回
： 36回
： 12回
： 12回

令和２年度実施結果

市民参加推進課
国や県で作成したチラシ・ポスターを掲示・配布し、女性や子どもに対する暴力
（男女共同参画推
について、その予防と根絶のための情報提供を行った。
進センター）

担 当 課

指導課

健康課

保育課

市民参加推進課
及び
生活支援課

・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
市民参加推進課 ・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
（男女共同参画推 ・女性のカウンセリング相談 （第１～第３土）
進センター）
・女性のための法律相談 （第４土）
・男性のための相談 （第１日）

担 当 課

地域内の配偶者などからの暴力を発見しや
５-（１）-①-２
すい関係者を対象に研修会を実施し、配偶
市民参加推進課
民生委員・児童委員な
ＤＶ防止のためのビデオなどの貸出しの実績はありませんでしたが、チラシ・ポ
者などからの暴力に関する実態の把握や被 （男女共同参画推
どを対象とした研修会
スターなどの掲示により情報提供を行った。
害者から相談を受けた場合の対応方法につ
進センター）
の実施
いて情報提供を図る。

５-（１）-①-１
配偶者などや子どもに対する暴力について、
配偶者などや子どもに
その予防と根絶のための情報提供と啓発を
対する暴力の防止と
充実する。
根絶

事 業 名

①配偶者などや子どもに対する暴力の根絶に向けた意識啓発

（１）配偶者などからの暴力の防止と被害者支援

５．暴力や性的いやがらせの根絶

４-（2）-③-１
性と生殖に関する相
談事業の充実

事 業 名

③相談体制の充実

DVをテーマとした研修会の開
催や情報発信を高める必要が
ある。

課題

課題

地域内の配偶者などからの暴力を発見しやすい関係者を対象に研修会を実施
し、また、ＤＶを防止するためのビデオなどの貸出しを行い、ＤＶに関する情報提
供を行う。

継続

継続

情報提供と啓発

継続

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い、女性や子ど
もに対する暴力について、その予防と根絶のための情報提供を行う。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

学校訪問等の機会をとらえて、市内すべての小・中・義務教育学校で児童・生徒
の相談に応じた男女平等教育を推進するよう働きかける。

・パンフレット等による啓発
児童虐待防止の啓発に関する内容や相談・通告先を子育てガイドブック「めば
え」、市公式ホームページに掲載
チラシを作成し、小学校、地域子育て支援拠点、市内各保育所・園、幼稚園を通
じ、各家庭へ配布
・広報紙への掲載
児童虐待防止の啓発に関する内容や、相談・通告先を広報11月号へ掲載
・古利根公園橋のライトアップ
児童虐待防止推進月間（11月）に、古利根公園橋を児童虐待防止のイメージカ
ラーであるオレンジ色にライトアップ
・市役所本庁舎へ標語を掲示
児童虐待防止推進月間（11月）に、市役所本庁舎窓ガラスへ標語を掲示

継続

区 分

継続

・随時各種相談に応じていく。

言語聴覚士による発達相談・言語相談を年4回実施予定。

継続

継続

さまざまな事情で生理用品の用意が難しい人を支援し、相談窓口につなげるた
め、生理用品の無償配布を行う。

各種相談事業を実施する。
・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
・女性のカウンセリング相談 （第１～第３土）
・女性のための法律相談 （第４土）
・男性のための相談 （第１日）

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

新規

継続

区 分
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内

容

５-（１）-②-２
相談体制の充実

配偶者などに対する暴力・児童虐待のほか、
健康や悩み、子育てに関する複雑、多様化
する問題に対応するため相談体制を充実す
る。

５-（１）-②-１
配偶者暴力相談支援センターの設置に向け
配偶者暴力相談支援
て調査・検討する。
センターの設置

事 業 名

ＤＶに対する理解と認識を深めるため、指導の焦点化・重点化を図った上で、
リーフレット等を配付しながら、各小・中・義務教育学校に情報提供をした。

1,518件
178件
382件
98件
49件

Ａ

Ａ

・関係機関との連携、相談・・・2件

「教育相談センター」及び各校の「さわやか相談室」で随時相談を受け付ける。
臨床心理士、スクールカウンセラー等の専門家を配置し、相談態勢を整えた。

指導課

Ａ

Ａ

健康課

こども相談課

：207回
： 52回
： 36回
： 12回
： 12回

・市役所での平日（月～金）家庭児童相談、エンゼル・ドームでの休日家庭児
童相談を継続し、家庭児童相談員4名が児童センター3館で定期的な家庭児童
相談を実施した。
相談件数：延べ2,031件
・相談を受けた個別ケースについて、こども相談課や児童相談所など関係機関
との連携を図り、必要に応じて、個別ケース検討会議などへ参加した。
・子育てサロンなどの開催日に出向き、利用者からの子育てに関する相談にあ
たった。

・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
市民参加推進課 ・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
（男女共同参画推 ・女性のカウンセリング相談 （第１～第３土）
・女性のための法律相談 （第４土）
進センター）
・男性のための相談 （第１日）

Ａ

市民相談（市民相談室にて月～金9：00～12:00、13:00～16：30）を実施した。
令和2年度の総相談件数：2,481件。
相談内容によって、法律相談やハーモニーなどの各種専門相談等の案内や情
報提供を行った。

市政情報課

進捗
状況
Ｃ

令和２年度実施結果

県内配偶者暴力相談センター設置市による連絡会議が開催予定だったが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

詳細内容

市民参加推進課

担 当 課

Ａ

Ａ

Ａ

市民参加推進課
国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い、交際相手
（男女共同参画推
からの暴力（デートＤＶ）を防止するための情報提供を行った。
進センター）

指導課

Ａ

Ｃ

春日部市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援対策連絡会議及び研究
市民参加推進課
会を開催し、関係機関の連携の強化、情報交換を行う予定だったが、新型コロ
（男女共同参画推
ナウイルス感染拡大防止のため、県主催のＤＶ研修に関する情報提供を行っ
進センター）
た。

民間等で実施するDVについての知識と二次的被害防止のための研修につい
て、新型コロナウイルス感染拡大防止のため研修の周知は行わなかった。

市民参加推進課
誰もが暴力の加害者にならないよう、暴力防
国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い、ＤＶの加
（男女共同参画推
止に向けた情報提供や意識啓発を行う。
害者にならないようにするための情報提供を行った。
進センター）

②被害者への相談体制の充実

５-（１）-①-５
暴力の加害者になら
ないための意識啓発
の実施

交際相手からの暴力（デートＤＶ）を防止する
５-（１）-①-４
ため、学校教育の場や情報誌などを通じて
デートＤＶ防止に向け
若年者に対するデートＤＶ防止啓発活動を実
た意識啓発の実施
施する。

５-（１）-①-３
支援を担当する職員に対し、DVについての
二次的被害防止のた 知識と二次的被害防止のための研修を実施
めの職員研修の実施 する。

人事課

コロナにより全面中止

コロナにより全面中止

課題

新型コロナウイルス感染拡大
防止に配慮しつつ、参加可能
な研修について周知を行う。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

区 分

継続

継続

継続

継続

継続

「教育相談センター」及び各校の「さわやか相談室」で随時相談を受け付ける。臨
床心理士、スクールカウンセラー等の専門家を配置し、相談態勢を整える。

・関係各課と連携を図り電話・窓口での随時相談実施。

・市役所での平日（月～金）家庭児童相談、エンゼル・ドームでの休日家庭児童
相談を継続していくとともに、児童センター3館で定期的な家庭児童相談を実施す
る。
・相談を受けた個別ケースについて、こども相談課や児童相談所など関係機関と
の連携を図り、必要に応じて、個別ケース検討会議などへ参加する。
・子育てサロンなどの開催日に出向き、利用者からの子育てに関する相談にあた
る。

各種相談事業を実施する。
・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
・女性のカウンセリング相談 （第１～第３土）
・女性のための法律相談 （第４土）
・男性のための相談 （第１日）

市民相談を実施する。
・市民相談室 月～金9：00～12:00、13:00～16：30
日常生活の困りごとなどの相談を伺うが、相談内容により、法律相談やハーモ
ニーなどの各種専門相談等の案内や情報提供を行う。

県内配偶者暴力相談センター設置市による連絡会議に出席し、情報交換内容な
どについて情報提供を受けながら検討を進める。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い、ＤＶの加害
者にならないようにするための情報提供を行う。

ＤＶに対する理解と認識を深めるため、指導の焦点化・重点化を図った上で、リー
フレット等を配布しながら、各小・中・義務教育学校に情報提供を行う。

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い、交際相手か
らの暴力（デートＤＶ）を防止するための情報提供を行う。

支援を担当する職員の連携を図り、二次的被害を防止するために、連絡会議研
究会を開催する。
また、県の事例対応会議と春日部市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支
援対策連絡会議及び研究会を同時開催する。

民間等で実施するＤＶについての知識と二次的被害防止のための研修につい
て、広く職員に周知する。
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内

容

継続

国や県などから配布されるポスター・チラシなどの掲示・配布を行い情報提供を
行う。

・人権教育研修会の開催

継続
Ａ

「教育相談センター」及び各校の「さわやか相談室」で随時相談を受け付ける。臨
床心理士、スクールカウンセラー等の専門家を配置し、相談態勢を整える。

・心の健康相談や随時の電話、面接相談

継続

継続

・関係各課と連携を図り、随時、電話・窓口での相談を実施する。

継続

人権相談所の開設
・市役所 原則毎月第４水曜日 10:00～15:00
・庄和総合支所 年２回（６月・１２月）
・年１２回開催

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

春日部市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援対策連絡会議及び研究会
を開催する。

各種相談事業を実施する。
・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
・女性のカウンセリング相談 （第1～第3土）
・女性のための法律相談 （第4土）
・男性のための相談 （第1日）

継続

区 分

継続

要支援者の個人情報について、要支援者の情報を保護するため取り扱いに十分
注意するよう、総務省からの通知や新聞記事等を基に、支援措置についての課
内勉強会を行う。また、関係各課に通知を行い、特に連携を必要とする関係各課
に対し説明会を行う。

・被害者の安全確保を図るため、緊急避難及び一時保護施設等への保護を行
う。

継続

継続

被害者の安全確保のため、緊急一時避難を行うための施設の借上料を予算計
上する。

県内配偶者暴力相談センター設置市による連絡会議に出席し、情報交換内容な
どについて情報提供を受けながら、検討を進める。

説 明 ・ 内 容

継続

継続

区 分

継続

Ａ

「教育相談センター」及び各校の「さわやか相談室」で随時相談を受け付ける。
臨床心理士、スクールカウンセラー等の専門家を配置し、相談態勢を整えた。

指導課

コロナにより全面中止

課題

平成２９年７月１８日から情報
連携の運用開始となり、システ
ムの設定漏れにより、DV等支
援措置対象者が危険に晒され
ることのないように、関係各課
で細心の注意が必要となる。

コロナにより全面中止

課題

令和３年度実施予定

Ａ

Ａ

・電話・窓口・訪問：0件

健康課

Ａ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、Ｒ２年度の人権相談所の
開設は中止。代替として、法務省の電話人権相談を案内。

1,518件
178件
382件
98件
49件

Ｃ

詳細内容

：207回
： 52回
： 36回
： 12回
： 12回

進捗
状況

令和２年度実施結果

Ａ

総務課

担 当 課

・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
市民参加推進課 ・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
（男女共同参画推 ・女性のカウンセリング相談 （第１～第３土）
進センター）
・女性のための法律相談 （第４土）
セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメ
・男性のための相談 （第１日）
ントなど人権を侵害する行為や、それらに起
因する精神的被害に対する相談体制を充実
する。
こども相談課
・電話・窓口：0件

容

市民参加推進課 館内にセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントに関するパンフレットや
５-（２）-①-２
（男女共同参画推 チラシ・ポスターを掲示・配布し、情報提供を行い、防止に向けての意識啓発を
セクシュアル・ハラスメ セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメ
進センター）
推進した。
ントやパワー・ハラスメ ントなどに関する情報提供を行い、防止に向
ントなどの防止に関す けての意識啓発を推進する。
る情報提供
社会教育課
・人権教育研修会の開催：2回 718人

５-（２）-①-１
相談体制の充実

事 業 名

①セクシュアル・ハラスメントなどの防止

内

Ａ

県の事例対応会議と春日部市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援対
春日部市配偶者等からの暴力の防止及び被
策連絡会議及び研究会を同時開催し、関係機関の連携の強化、情報交換を
害者支援対策連絡会議及び研究会を開催
市民参加推進課 行った。
する。
→新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会議に代わり書面による情報
提供を関係機関に行った。

（２）セクシュアル・ハラスメントなどの防止

５-（１）-③-４
女性や子どもを暴力
から守るための連携
の強化

Ａ

Ａ

市民課

・婦人保護：1件

Ａ

被害者の安全の確保を図るため、緊急一時避難を行うための予算を計上し
た。 （対応：0件）

市民参加推進課

こども相談課

Ｃ

進捗
状況

県内配偶者暴力相談センター設置市による連絡会議が開催予定だったが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

詳細内容

令和２年度実施結果

市民参加推進課

担 当 課

要支援者の個人情報について、要支援者の情報を保護するため取り扱いに十
分注意するよう、総務省からの通知や新聞記事等を基に、支援措置について
の課内勉強会を行った。また、関係各課に通知を行い、特に連携を必要とする
関係各課に対し説明会を行った。

住民基本台帳事務などにおいて、被害者の
５-（１）-③-３
個人情報が適切に扱われるように、市役所
被害者情報保護への における被害者保護のための支援措置制度
配慮
及び運用制度についての整備を図るととも
に、職員への周知徹底を図る。

５-（１）-③-２
被害者の安全確保を図るため、緊急避難及
被害者の安全の確保 び一時保護施設などへの保護を行う。

５-（１）-③-１
配偶者暴力相談支援 配偶者暴力相談支援センターの設置に向け
センターの設置（再
て調査・検討する。
掲）

事 業 名

③被害者の安全確保と支援体制の充実
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内

容

６-（1）－①-１
市政の方針を決定する場である各種審議会
各種審議会への女性 への女性の構成比率の目標値を30％以上
の構成比率の向上
にするよう努める。

事 業 名

①審議会などへの女性の登用促進

（1）意思・方針決定の場における男女共同参画

６．男女の参画による意思・方針の決定

Ｃ

Ｂ

Ｂ

③春日部市ＰＦＩ事業者選定審査会
該当案件がないため、未実施

①行政不服審査会
・任期：令和２年４月１日～令和４年３月３１日
・構成人数：4人（男性：4人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0％

①春日部市公務災害補償等認定委員会
・任期：平成30年3月1日～令和3年2月28日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：20％

政策課

総務課

人事課

人事課

③春日部市特別職報酬等審議会
該当案件がないため、未委嘱

Ｃ

Ｂ

Ａ

②春日部市行政改革審議会を3回開催した。
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：10人（男性：7人、女性：3人）
・女性委員の構成比率：30.0%

政策課

②春日部市公務災害補償等審査会
・任期：平成30年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：3人（男性：3人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0％

Ａ

①春日部市総合振興計画審議会を5回開催した。
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：18人（男性：12人、女性：6人）
・女性委員の構成比率：33.3%

政策課

人事課

Ｂ

②春日部市国民保護協議会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：23人（男性：22人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：4.3％

防災対策課

進捗
状況

Ｂ

令和２年度実施結果

①春日部市防災会議
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日（7号委員・8号委員）
・構成人数：33人（男性：30人、女性3人）
・女性委員の構成比率：9.1％

詳細内容

防災対策課

担 当 課

継続

継続

継続

推薦団体からも女性の積極的
な委員推薦が行われている
が、より高い割合での女性委
員の委嘱が望まれる。

推薦団体からも女性の積極的
な委員推薦が行われている
が、より高い割合での女性委
員の委嘱が望まれる。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

区 分

推薦団体からも女性の積極的
な委員推薦が行われている
が、より高い割合での女性委
員の委嘱が望まれる。

審査内容の専門性が高く経験
を要するものであることから、
委員を依頼できる者が限られ
る。

該当案件がないため、未実施

現状を維持したうえで、更に構
成比率を向上させていくこと。

現状を維持したうえで、更に構
成比率を向上させていくこと。

課題

③春日部市特別職報酬等審議会
・任期：令和3年11月上旬～令和4年1月中旬
・構成人数：10人

②春日部市公務災害補償等審査会
・任期：令和3年4月1日～令和6年3月31日
・構成人数：3人（男性：3人、女性：0人）

①春日部市公務災害補償等認定委員会
・任期：令和3年3月1日～令和6年2月29日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）

①行政不服審査会
・任期：令和２年４月１日～令和４年３月３１日（２年）
・構成人数：4人（男性：4人、女性：0人）

③春日部市ＰＦＩ事業者選定審査会
該当案件がないため、実施予定なし

②春日部市行政改革審議会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：10人（男性：7人、女性：3人）
・年3回程度開催

①春日部市総合振興計画審議会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：18人（男性：11人、女性：7人）
・年4回程度開催

※引き続き、目標値に達するよう努めていく。

②春日部市国民保護協議会を開催するにあたり、新たに審議員を構成する。
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：23人（男性：22人、女性：1人）

※引き続き、目標値に達するよう努めていく。

①春日部市防災会議
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日
・構成人数：33人（男性：30人、女性3人）

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定
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６-（1）－①-１
市政の方針を決定する場である各種審議会
各種審議会への女性 への女性の構成比率の目標値を30％以上
の構成比率の向上
にするよう努める。

Ｂ

③春日部市防犯のまちづくり推進協議会
・任期：平成30年6月29日～令和2年6月28日
・構成人数：10人（男性：8人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：20.0％

交通防犯課

交通防犯課

Ａ

Ａ

②春日部市地域福祉計画審議会
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7％

生活支援課

Ｃ

Ａ

生活支援課

①春日部市住居表示審議会
該当案件がないため、未委嘱

③春日部市市民活動センター運営協議会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：7人（男性：3人、女性：4人）
・女性委員の構成比率：57.17％

①春日部市民生委員推薦会
・任期：令和2年10月1日～令和5年9月30日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7％

市民課

市民参加推進課

Ａ

Ｂ

②春日部市自転車対策協議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：6人（男性：5人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：16.7％

交通防犯課

②春日部市男女共同参画推進審議会
・任期：令和元年12月1日～令和3年11月30日
市民参加推進課 ・構成人数：10人（男性：5人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：50％

Ｂ

①春日部市交通安全対策会議
・任期：なし
・構成人数：15人（男性：14人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：6.7％

市政情報課

Ｂ

Ｂ

②春日部市情報公開・個人情報保護審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：7人（男性：6人、女性1人）
・女性委員の構成比率：14.3％

①春日部市市民参加推進審議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
市民参加推進課 ・構成人数：7人（男性：6人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：14.3％

Ｂ

①春日部市情報公開・個人情報保護審査会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日、令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：4人（男性：3人、女性1人）
・女性委員の構成比率：25.0％

市政情報課

推薦いただく団体から、女性委
員の推薦が行われるよう、引き
続き働き掛けていきたいと考え
ます。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

充て職の部分は、やむを得な
いものの、推薦いただく団体か
ら、女性委員の推薦が行われ
るよう、引き続き働き掛けてい
きたいと考えます。

商工会議所から、女性委員の
推薦が行われるよう、働き掛け
をする予定です。

継続

継続

関係機関等に対し、可能な限り
女性の委員を優先して推薦い
ただくことを依頼するとともに女
性からの公募については、応
募が増えるよう周知に努めてま
いります。

充て職であるため、こちらの意
向で構成比率を変えることが難
しいところです。

継続

埼玉弁護士会や大学等に対
し、可能な限り女性の弁護士や
教授等を優先して推薦いただく
ことを依頼し、女性委員の選任
に努めてまいります。

②春日部市地域福祉計画審議会
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
令和3年度は任期中であるため、一斉改選は無いが、任期途中の委員の交代が
生じた場合は、選出元の各団体に、可能な限り女性委員の推薦を依頼する。

①春日部市民生委員推薦会
・任期：令和2年10月1日～令和5年9月30日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7％
令和3年度は任期中であるため、改選の予定は無いが、任期途中の委員の交代
が生じた場合は、女性委員の構成比率を考慮した上で、委員の推薦を依頼する。

①春日部市住居表示審議会
・任期：2年（住居表示整備事業実施時に委嘱）
・構成人数：一般委員 15人以内、特別委員 若干人
・一般委員…関係行政機関の職員、知識及び経験を有する者
・特別委員…住居表示実施区域の代表者
※住居表示整備事業実施時に設置のため、令和3年度の実施予定なし。

③春日部市市民活動センター運営協議会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：7人（男性：3人、女性：4人）

②春日部市男女共同参画推進審議会
・任期：令和３年12月1日～令和５年11月31日
・構成人数：10人（男性：5人、女性：5人）予定

①春日部市市民参加推進審議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
・構成人数：7人（男性：6人、女性：1人）

③春日部市防犯のまちづくり推進協議会
任期：令和2年6月29日～令和4年6月28日
構成人数：11人（男性：9人、女性：2人）

②春日部市自転車対策協議会
任期：令和4年2月1日～令和6年1月31日
構成人数：6人（男性：5人、女性：1人）
改選後の女性比率30％以上を目指すとともに、公募制を維持する。

①春日部市交通安全対策会議
・任期：なし
・構成人数：15人（男性：14人、女性：1人）
該当案件がないため、令和2年度未委嘱

②春日部市情報公開・個人情報保護審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：7人（男性：6人、女性1人）
・令和3年度は委員改選あり

①春日部市情報公開・個人情報保護審査会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日、令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：4人（男性：3人、女性1人）
・令和3年度は委員改選あり

-41-

６-（1）－①-１
市政の方針を決定する場である各種審議会
各種審議会への女性 への女性の構成比率の目標値を30％以上
の構成比率の向上
にするよう努める。

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

②春日部市要保護児童対策地域協議会全体会議
・任期なし
・構成人数：16人（男性：3人、女性：13人）
・女性委員の構成比率：81.3％

③春日部市要保護児童対策地域協議会庁内会議
・任期なし
・構成人数：8人（男性：3人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：62.5％

①春日部市保育所入所選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月.30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）
・女性委員の構成比率：84.6%
・実施日：令和3年2月1日(書面）
②春日部市放課後児童クラブ入室選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月.30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）
・女性委員の構成比率：84.6%
・実施日：令和3年2月1日（書面）

こども相談課

こども相談課

保育課

保育課

Ａ

①春日部市青少年健全育成審議会
・任期：令和2年9月1日～令和4年8月31日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7%

こども政策課

こども相談課

Ａ

③春日部市自立支援協議会
・任期：平成31年1月1日～令和3年3月31日
・構成人数：16人（男性：10人、女性：6人）
・女性委員の構成比率：37.5%

障がい者支援課

①春日部市要保護児童対策地域協議会代表者会議
・任期なし
・構成人数：23人（男性：19人、女性：4人）
・女性委員の構成比率：17.4％
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、令和2年度は開催せず。
（協議会の構成機関は変更なし。）

Ａ

②春日部市障害者計画等審議会
・任期：令和2年7月1日～令和5年6月30日
・構成人数：18人（男性：10人、女性：8人）
・女性委員の構成比率：44.4％

障がい者支援課

Ａ

Ａ

①春日部市介護給付費等の支給に関する審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：20人（男性：11人、女性：9人）
・女性委員の構成比率：45%

障がい者支援課

②春日部市子育て支援審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：41.7%

Ｂ

②春日部市高齢者保健福祉計画等推進審議会
・任期：平成30年5月1日～令和3年4月30日
・構成人数：13人（男性：10人、女性：3人）
・女性委員の構成比率：23.1%

高齢者支援課

こども政策課

Ｂ

①春日部市老人ホーム入所判定委員会
・任期：令和2年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：4人（男性：3人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：25.0%

高齢者支援課

春日部市要保護児童対策地域
協議会要綱により構成機関が
決まっているため、女性比率に
ついては年度により変更とな
る。

令和3年度の改選時には、改
選後の女性比率30％以上を目
指す。

条例により委員の職が決まっ
ている。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

②春日部市放課後児童クラブ入室選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）

①春日部市保育所入所選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）

③春日部市要保護児童対策地域協議会庁内会議
・任期なし
・構成人数：8人（男性：3人、女性：5人）

②春日部市要保護児童対策地域協議会全体会議
・任期なし
・構成人数：14人（男性：5人、女性：9人）

①春日部市要保護児童対策地域協議会代表者会議
・任期なし
・構成人数：23人（男性：19人、女性：4人）

②春日部市子育て支援審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：12人（男性：6人、女性：6人）
女性比率30％以上並びに公募制を維持する。

①春日部市青少年健全育成審議会
・任期：令和2年9月1日～令和4年8月31日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
女性比率30％以上並びに公募制を維持する。

③春日部市自立支援協議会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：16人（男性：9人、女性：7人）
・女性委員の構成比率：43.75%

②春日部市障害者計画等審議会
・任期：令和2年7月1日～令和5年6月30日
・構成人数：18人（男性：10人、女性：8人）
・女性委員の構成比率：44.4%

①春日部市介護給付費等の支給に関する審査会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：20人（男性：11人、女性：9人）
・女性委員の構成比率：45%

②春日部市高齢者保健福祉計画等推進審議会
・任期：令和3年5月1日～令和5年4月30日
・構成人数：13人（男性：7人、女性：6人）
改選後、女性比率46.2％となり、30％以上を達成した。

①春日部市老人ホーム入所判定委員会
・任期：令和3年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：4人（男性：4人、女性：0人）
条例により委員の職が決まっているため公募はできない。
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６-（1）－①-１
市政の方針を決定する場である各種審議会
各種審議会への女性 への女性の構成比率の目標値を30％以上
の構成比率の向上
にするよう努める。

Ｂ

Ａ

①春日部市介護認定審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：50人（男性：37人、女性：13人）
・女性の構成比率：26％

②春日部市地域包括支援センター運営等協議会
・任期：平成30年7月1日～令和3年6月30日
・構成人数：9人（男性：5人、女性：4人）
・女性の構成比率：44.4％

健康課

介護保険課

介護保険課

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

①春日部市ごみ減量化・資源化等推進審議会
・任期：令和2年5月1日～令和4年4月30日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7％

①春日部市勤労者会館運営委員会
・任期：令和元年12月9日～令和3年12月8日
・構成人数：6人（男性：0人、女性：6人）
・女性委員の構成比率：100％
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、委員会は開催せず。

②春日部市商工振興委員会
・任期：令和2年10月24日～令和4年10月23日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：33.3％

商工振興課

商工振興課

リサイクル推進課

環境政策課

①春日部市環境審議会
・任期：令和2年5月1日～令和4年4月30日
・構成人数：15人（男性：10人、女性：7人）
・女性委員の構成比率：46.6％

Ｂ

Ａ

②春日部市健康づくり推進審議会
・任期 令和2年10月1日～令和4年9月.30日
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：41.7%

健康課

①春日部市国民健康保険運営協議会
・任期：令和2年2月9日～令和5年2月8日
・構成人数：16人（男性：15人、女性：1人）
国民健康保険課 ・女性委員の構成比率：6.3%
国民健康保険事業の運営に関する事項を審議する
5月・8月・11月・2月の4回実施(5月については新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、書面にて協議)

Ｂ

①春日部市予防接種健康被害調査委員会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月.30日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0%

女性委員の比率を高めるた
め、審議会に参加しやすい環
境の整備や、新たな委員の発
掘が必要となる。

女性委員の比率が100％であ
るため男性委員の委嘱も検討
していく必要がある。

審議会への女性の構成比率の
目標値を30％以上含まれるよ
う引き続き配慮する必要があ
る。

R2年2月任期満了にともなう委
員改選において、公募委員(定
員3名)への応募が男性2名(う
ち選任1名)しかなかったことに
より、委員数16名、うち女性委
員1名となった。

女性委員の確保が困難な状況
となっている。

医学的見地による調査等を行
うもので、医師会等からの選出
者により構成しているため、女
性委員の構成比率を30%以上
にすることは困難である。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

②春日部市商工振興委員会
・任期：令和2年10月24日～令和4年10月23日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
※委員会は２回の開催を予定。

①春日部市勤労者会館運営委員会
・任期：令和元年12月9日～令和3年12月8日
・構成人数：6人（男性：0人、女性：6人）
※委員会は1回の開催を予定。

①春日部市ごみ減量化・資源化等推進審議会
春日部市ごみ減量化・資源化等推進審議会における女性の構成比率30％以上
を維持する。

①春日部市環境審議会
・任期：令和2年5月1日～令和4年4月30日
・構成人数：15人（男性：9人、女性：6人）
・公募：1人（男性：0人、女性：1人）
※令和3年5月1日現在

①春日部市国民健康保険運営協議会
・任期：令和2年2月9日～令和5年2月8日
・構成人数：16人（男性：15人、女性：1人）
国民健康保険事業の運営に関する事項を審議する
5月・8月・11月・2月の4回実施
上記協議会の任期は、令和2年2月9日～令和5年2月8日となるため、現状の体制
で協議会を開催する。

②春日部市地域包括支援センター運営等協議会
【第５期】
・任期：平成30年7月1日～令和3年6月30日
・構成人数：9人（男性：5人、女性：4人）
【第６期】
・任期：令和3年7月1日～令和6年6月30日
・構成人数：9人（男性：5人、女性：4人）予定

①春日部市介護認定審査会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：50人（男性：37人、女性：13人）
・女性の構成比率：26％

②春日部市健康づくり推進審議会
・任期 令和2年10月1日～令和4年9月.30日
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）

①春日部市予防接種健康被害調査委員会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月.30日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
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６-（1）－①-１
市政の方針を決定する場である各種審議会
各種審議会への女性 への女性の構成比率の目標値を30％以上
の構成比率の向上
にするよう努める。

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

①春日部市緑の審議会
審議会開催予定なしのため委嘱されていません。
次回開催日程は未定

①春日部市都市計画審議会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：14.2％

②春日部市都市再生協議会
・任期：令和2年6月1日～協議が終了した日まで
・構成人数：20人（男性：15人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：25.0％
③春日部市景観審議会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：33.3％
④春日部市地域公共交通活性化協議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
・構成人数：20人（男性：18人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：10.0％
⑤春日部市公共事業評価監視委員会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：20.0％

公園緑地課

都市計画課

都市計画課

都市計画課

都市計画課

都市計画課

Ｃ

Ａ

Ｂ

①春日部市農業振興審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：14.3%

農業振興課

下水道課

Ａ

②かすかべフードセレクションの認定に関する有識者会議
・任期：なし
・構成人数：12人（男性：3人、女性：9人）
・女性委員の構成比率：75％

観光振興課

①春日部市下水道事業審議会
・任期：令和2年11月12日～令和4年11月11日
・構成人数：8人（男性：5人、女性：3人）
・公募：1人
・女性委員の構成比率：37.5%

Ａ

①春日部市観光振興審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：33.3％

観光振興課

学識経験者に限られるため、
公募は実施しない。委員数が
少なく専門知識が必要なため
委員変更が難しい。

女性登用を促したいが、各団
体からの委員推薦により委嘱
をしているため、女性委員の構
成比率の向上に繋がりにくい。

地区代表者が半数を占めてい
るため、その代表者が女性とな
らない限り、構成比率の向上に
繋がりにくい。

選任要領に基づき選任を行っ
ており、都市計画に携わる専門
知識を有する者（大学教授な
ど）の女性数が非常に少ない。

女性の構成比率が30％に達し
ていない。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

⑤春日部市公共事業評価監視委員会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・公募：なし

④春日部市地域公共交通活性化協議会
・任期：令和3年6月1日～令和5年5月31日
・構成人数：19人（男性：17人、女性：2人）

③春日部市景観審議会
・任期：令和3年10月1日～令和5年9月30日
・7月：公募委員募集予定

②春日部市都市再生協議会
・任期：令和2年6月1日～協議が終了した日まで
・構成人数：20人（男性：15人、女性：4人）（020401：人事異動により1名が交代）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）

①春日部市都市計画審議会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）

未定

※令和3年度は、現在のところ付議する案件がないため審議会の開催予定はあり
ません。

①春日部市下水道事業審議会
・任期：令和2年11月12日～令和4年11月11日
・構成人数：8人（男性：5人、女性：3人）
・公募：1人
・女性委員の構成比率：37.5%

①春日部市農業振興審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）

②かすかべフードセレクションの認定に関する有識者会議
・任期：なし
・構成人数：12人（男性：3人、女性：9人）

①春日部市観光振興審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
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６-（1）－①-１
市政の方針を決定する場である各種審議会
各種審議会への女性 への女性の構成比率の目標値を30％以上
の構成比率の向上
にするよう努める。

Ｂ

②春日部市開発事業審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：20％

開発調整課

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

①春日部市空家等対策協議会
・任期：令和元年8月18日～令和3年8月17日
・構成人数：10人（男性：10人、女性：0人)
・女性委員の構成比率：0％

①春日部市消防賞じゅつ金等審査委員会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0％

①春日部市立医療センター運営委員会
・任期：令和2年1月27日～令和4年1月26日
・構成人数：14人（男性：13人、女性：１人）
・女性委員の構成比率：7.1％

水道事業運営審議会
・任期：令和2年8月18日～令和4年8月17日
・構成人数：12人（男：8人、女：4人）
・女性委員の構成比率：33.3％

住宅政策課

（消）総務課

（医）経営財務課

（水）業務課

Ｂ

Ａ

①春日部市開発審査会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：3人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：40％

開発調整課

①春日部市建築審査会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日
・構成人数：5人（男性4人、女性1人）
・女性委員の構成比率：20％

Ｂ

①春日部市中心市街地まちづくり審議会
・任期：令和元年6月28日～令和3年6月27日
・構成人数：17人（男性15人、女性：3人)
・女性委員の構成比率：17.6％

鉄道高架整備課

建築課

Ｂ

②春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理評価員会
・任期：なし
・構成人数：3名（男性：3人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0.0％

まちづくり推進課
（西金野井第二土
地区画整理事務
所）

Ｂ

①春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理審議会
・任期：平成28年8月22日～令和3年8月21日
・構成人数：8名（男性：8人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0.0％

まちづくり推進課
（西金野井第二土
地区画整理事務
所）

継続

継続

一般公募委員が女性となり、構
成人数が11名から12名になっ
た。これにより女性比率が増加
し、30パーセント以上を達成し
たため課題の解消に至った。

継続

消防業務による殉職等の個人
情報を取り扱うとともに、専門
的な知識、経験等が必要なた
め、消防長、消防団長等を委
員としている。

春日部市立医療センター運営
委員会における女性委員の比
率を増加させるよう努める。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

委嘱する選出機関への積極的
な女性登用を促す。

建築審査会委員は専門性があ
り、それぞれの専門分野にお
いて女性の割合が少ないこと
が影響していると考えられる。

委嘱する選出機関への積極的
な女性登用を促す。

委嘱する選出機関への積極的
な女性登用を促す。

委嘱する選出機関への積極的
な女性登用を促す。

土地区画整理事業地内の土地
所有者の立候補による委員７
名、市長の選任する学識経験
者の委員２名の計９名で構成。
土地所有者の委員について
は、男女問わず立候補を募り、
学識経験者の登用について
は、該当者がいれば人選を検
討したい。なお、今期審議会委
員選挙の女性立候補者は、０
名。

水道事業運営審議会
任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日（審議会延期により期間変更）
構成人数：12人（男：8人、女：4人）
※令和３年度は公募の実施なし

①春日部市立医療センター運営委員会
・任期：令和2年1月27日～令和4年1月26日
・構成人数：14人（男性：13人、女性：１人）

①春日部市消防賞じゅつ金等審査委員会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
消防業務による殉職等の個人情報を取り扱うとともに、専門的な知識、経験等が
必要なため、消防長、消防団長等を委員としている。

①春日部市空家等対策協議会
・任期：令和元年8月18日～令和3年8月17日
・構成人数：10人（男性：10人、女性：0人)
・改選：令和3年8月18日～令和5年8月17日
・構成人数：10人

①春日部市建築審査会
付議案件がある場合に開催
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）

②春日部市開発事業審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）

①春日部市開発審査会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：3人、女性：2人）

①春日部市中心市街地まちづくり審議会
・任期：令和3年6月28日～令和5年6月27日
・構成人数：17人（男性：14人、女性：3人)
・公募：1人

②春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理評価員会
・任期：なし
・構成人数：3名（男性：3人、女性：0人）

①春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理審議会
・任期：平成28年8月22日～令和3年8月21日
・構成人数：8名（男性：8人、女性：0人）
審議会委員選挙令和３年８月８日投開票
審議会日程は未定
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６-（1）－①-１
市政の方針を決定する場である各種審議会
各種審議会への女性 への女性の構成比率の目標値を30％以上
の構成比率の向上
にするよう努める。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

⑤春日部市就学支援委員会
・任期：1年
・構成人数：47人（男性：22人、女性：25人）
・女性委員の構成比率：53.2％

⑥春日部市中学生社会体験チャレンジ事業推進委員会
・任期：1年
・構成人数：46人（男性：38人、女性：8人）
・女性委員の構成比率：17.4％

①春日部市社会教育委員会議
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：15人（男性：10人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：33.3％

②春日部市立図書館運営審議会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：7人（男性：2人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：71.4％

③春日部市放課後子ども教室運営委員会
・任期：令和2年6月15日～令和3年3月31日
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：41.7％

指導課

社会教育課

社会教育課

社会教育課

Ｃ

③春日部市いじめ問題再調査委員会
該当案件がないため、未委嘱

指導課

指導課

Ａ

②春日部市いじめ問題対策調査委員会
・任期：2年
・構成人数：4人（男性：2人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：50.0％

指導課

Ｃ

Ｂ

①春日部市いじめ問題対策連絡協議会
・任期：年度ごと
・構成人数：16人（男性：14人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：12.5％

指導課

④春日部市学校医等公務災害補償認定委員会
・任期：３年
該当案件がないため、未委嘱

Ａ

②春日部市学校給食センター運営委員会
・任期：令和元年7月1日～令和3年6月30日
・構成人数：11人（男性：3人、女性：8人）
・女性委員の構成比率：72.7％

学務課

指導課

Ｂ

①春日部市立小学校・中学校及び義務教育学校学区審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：13人（男性：12人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：7.7％

学務課

各団体の代表が構成員となっ
ているので、事務局として任用
ができない。

規則により委員の構成にさだ
めがあるため

条例により委員の構成に定め
があるため

各団体の代表が構成員となっ
ているので、事務局として任用
ができない。

選出団体で充て職となっている
ため、難しい状況である。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

③春日部市放課後子ども教室運営委員会
・任期：令和3年6月～令和4年3月31日（予定）
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）（予定）

②春日部市立図書館運営審議会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：7人（男性：2人、女性：5人）

①春日部市社会教育委員会議
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：15人（男性：10人、女性：5人）

⑥春日部市中学生社会体験チャレンジ事業推進委員会→中止
・任期：１年
・構成人数：46人

⑤春日部市就学支援委員会
・任期：令和３年5月15日～令和４年5月14日
・構成人数：47人（男性：20人、女性：27人）

④春日部市学校医等公務災害補償認定委員会
・任期：３年
該当案件がないため、未委嘱

③春日部市いじめ問題再調査委員会
該当案件がないため、未委嘱

②春日部市いじめ問題対策調査委員会
・任期：令和3年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：4人（男性：2人、女性：2人）

①春日部市いじめ問題対策連絡協議会
・任期：令和3年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：16人（男性：12人、女性：4人）

②春日部市学校給食センター運営委員会
・任期：令和3年7月1日～令和5年6月30日
・構成人数：11人(男性：4人、女性：7人）
・女性委員の構成比率：63.6％

①春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校学区審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：13人（男性：13人、女性：0人）
令和3年4月26日付2名の委員について変更
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６-（1）－①-２
女性を含まない審議
会などの解消

女性の視点を反映させた市政運営のため、
すべての審議会などに女性委員が含まれる
よう登用を促進する。

６-（1）－①-１
市政の方針を決定する場である各種審議会
各種審議会への女性 への女性の構成比率の目標値を30％以上
の構成比率の向上
にするよう努める。

Ｂ

①春日部市スポーツ推進審議会
・任期：令和2年5月22日～令和4年5月21日
・構成人数：8人（男性：7人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：12.5％

①春日部市公民館運営審議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
・構成人数：15人（男性：11人、女性：4人）
・女性委員の構成比率：26.7％

②春日部市公民館防災対策事業検討会議

スポーツ推進課

中央公民館

中央公民館

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

①春日部市防災会議
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日（7号委員・8号委員）
・構成人数：33人（男性：30人、女性3人）
・女性委員の構成比率：9.1％

②春日部市国民保護協議会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：23人（男性：22人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：4.3％

①春日部市総合振興計画審議会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：18人（男性：12人、女性：6人）
・女性委員の構成比率：33.3%

②春日部市行政改革審議会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：10人（男性：7人、女性：3人）
・女性委員の構成比率：30.0%

③春日部市ＰＦＩ事業者選定審査会
該当案件がないため、未実施

防災対策課

政策課

政策課

政策課

Ｂ

Ｄ

防災対策課

①春日部市明るい選挙推進協議会
選挙管理委員会 ・任期：2年
・構成人数：18人（男性：16人、女性2人）
事務局
・女性委員の構成比率：11.1％

Ｂ

②春日部市史編さん委員会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：10人（男性：8人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：20％

文化財保護課

Ｂ

Ｂ

①春日部市文化財保護審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：10人（男性：9人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：10％

文化財保護課

現状を維持したうえで、更に登
用を促進させていくこと。

現状を維持したうえで、更に登
用を促進させていくこと。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

終了

他の防災対策会議により検討
が行われているため、廃止した

規約に構成組織の定めがある
ため、検討が必要。

継続

継続

継続

継続

継続して、女性委員の構成比
率を30％以上にするよう努め
る。

推薦依頼先のスポーツ関係団
体等に女性委員の推薦を依頼
し、構成比率30％以上にするよ
う努める。

継続して、各種審議会の女性
委員の構成比率を30％以上に
するよう努める。

継続して、各種審議会の女性
委員の構成比率を30％以上に
するよう努める。

③春日部市ＰＦＩ事業者選定審査会
該当案件がないため、実施予定なし

②春日部市行政改革審議会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：10人（男性：7人、女性：3人）
・年3回程度開催

①春日部市総合振興計画審議会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：18人（男性：11人、女性：7人）
・年4回程度開催

※引き続き、目標値に達するよう努めていく。

②春日部市国民保護協議会を開催するにあたり、新たに審議員を構成する。
・任期：：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：23人（男性：22人、女性：1人）

※引き続き、目標値に達するよう努めていく。

①春日部市防災会議
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日
・構成人数：33人（男性：30人、女性3人）

①春日部市明るい選挙推進協議会
・任期：２年（委員により異なる）
・構成人数：18人（男性：16人、女性：2人）

①春日部市公民館運営審議会
・任期：令和3年6月1日～令和5年5月31日
・構成人数：15人（男性：11人、女性：4人）

①春日部市スポーツ推進審議会
・任期：令和2年5月22日～令和4年5月21日
・構成人数：8人（男性：7人、女性：1人）

②春日部市市史編さん委員会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：10人（男性：8人、女性：2人）

①春日部市文化財保護審議会
・任期：令和4年2月1日～令和6年1月31日
・構成人数：10人
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６-（1）－①-２
女性を含まない審議
会などの解消

女性の視点を反映させた市政運営のため、
すべての審議会などに女性委員が含まれる
よう登用を促進する。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

①春日部市交通安全対策会議
・任期：なし
・構成人数：15人（男性：14人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：6.7％

②春日部市自転車対策協議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：6人（男性：5人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：16.7％
令和元年度改選の②については、改選後の女性比率30％以上を目指して改
選を行った。

③春日部市防犯のまちづくり推進協議会
・任期：平成30年6月29日～令和2年6月28日
・構成人数：10人（男性：8人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：20.0％
平成30年度改選の③については、改選後の女性比率30％以上を目指して改
選を行った。
①春日部市市民参加推進審議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
・構成人数：7人（男性：6人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：16.7％

交通防犯課

交通防犯課

交通防犯課

市民参加推進課

Ａ

人事課

②春日部市情報公開・個人情報保護審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：7人（男性：6人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：14.3％

Ｃ

③春日部市特別職報酬等審議会
該当案件がないため、未委嘱

人事課

市政情報課

Ｂ

②春日部市公務災害補償等審査会
・任期：平成30年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：3人（男性：4人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0％

Ａ

Ａ

①春日部市公務災害補償等認定委員会
・任期：平成30年3月1日～令和3年2月28日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：20％

人事課

①春日部市情報公開・個人情報保護審査会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日、令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：4人（男性：3人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：25.0％

Ｂ

①行政不服審査会
・任期：令和２年４月１日～令和４年３月３１日
・構成人数：4人（男性：4人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0％

総務課

市政情報課

Ａ

④市民憲章の制定に向けて、春日部市市民憲章市民会議を7回開催した。
・任期：市民憲章の制定まで（令和2年10月頃予定）
・構成人数：15人（男性10名、女性5名）
・構成比率：33.3%

政策課

委員は、学識経験を有するも
のとして、医師や法律家等に選
任依頼をし、公募はせず。選任
依頼先によっては、女性の所
属が少なく、女性委員の選任
が難しい。

審査内容の専門性が高く経験
を要するものであることから、
委員を依頼できる者が限られ
る。

令和3年1月1日に市民憲章が
制定されたことに伴い、事業終
了

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

終了

①春日部市市民参加推進審議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
・構成人数：7人（男性：6人、女性：1人）

③春日部市防犯のまちづくり推進協議会
任期：令和2年6月29日～令和4年6月28日
構成人数：11人（男性：9人、女性：2人）

②春日部市自転車対策協議会
任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
構成人数：6人（男性：5人、女性：1人）

①春日部市交通安全対策会議
・任期：なし
・構成人数：15人（男性：14人、女性：1人）

②春日部市情報公開・個人情報保護審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・委員数７名（男性6人、女性：1人）
・令和3年度は委員改選あり

①春日部市情報公開・個人情報保護審査会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日、令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：4人（男性：3人、女性：1人）
・令和3年度は委員改選あり

③春日部市特別職報酬等審議会
・任期：令和3年11月上旬～令和4年1月中旬
・構成人数：10人

②春日部市公務災害補償等審査会
・任期：令和3年4月1日～令和6年3月31日
・構成人数：3人（男性：3人、女性：0人）

①春日部市公務災害補償等認定委員会
・任期：令和3年3月1日～令和6年2月29日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）

①行政不服審査会
・任期：令和２年４月１日～令和４年３月３１日
・構成人数：4人（男性：4人、女性：0人）
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６-（1）－①-２
女性を含まない審議
会などの解消

女性の視点を反映させた市政運営のため、
すべての審議会などに女性委員が含まれる
よう登用を促進する。

Ａ

Ａ

Ａ

①春日部市老人ホーム入所判定委員会
・任期：令和2年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：4人（男性：3人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：25.0%
②春日部市高齢者保健福祉計画等推進審議会
・任期：平成30年5月1日～令和3年4月30日
・構成人数：13人（男性：10人、女性：3人）
・女性委員の構成比率：23.1%
①春日部市介護給付費等の支給に関する審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：20人（男性：11人、女性：9人）
・女性委員の構成比率：45%

生活支援課

高齢者支援課

高齢者支援課

障がい者支援課

Ａ

Ａ

Ａ

③春日部市自立支援協議会
・任期：平成31年1月1日～令和3年3月31日
・構成人数：16人（男性：10人、女性：6人）
・女性委員の構成比率：37.5%

①春日部市青少年健全育成審議会
・任期：令和2年9月1日～令和4年8月31日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7%

②春日部市子育て支援審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：41.7%

障がい者支援課

こども政策課

こども政策課

Ａ

Ａ

②春日部市地域福祉計画審議会
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7％

②春日部市障害者計画等審議会
・任期：令和2年7月1日～令和5年6月30日
・構成人数：18人（男性：10人、女性：8人）
障がい者支援課
・女性委員の構成比率：44.4％
新規に委嘱した②について、女性委員の比率が44.4％となったほか、公募委員
を2名任命した。

Ａ

①春日部市民生委員推薦会
・任期：令和2年10月1日～令和5年9月30日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7％

Ｃ

生活支援課

市民課

Ａ

③春日部市市民活動センター運営協議会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：6人（男性：5人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：16.7％

市民参加推進課

①春日部市住居表示審議会
該当案件がないため、未委嘱

Ａ

②春日部市男女共同参画推進審議会
・任期：令和元年12月1日～令和3年11月30日
・構成人数：10人（男性：5人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：50％

市民参加推進課

令和3年度の改選時には、改
選後の女性比率30％以上を目
指す。

条例により委員の職が決まっ
ている。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

②春日部市子育て支援審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：12人（男性：6人、女性：6人）
女性比率30％以上並びに公募制を維持する。

①春日部市青少年健全育成審議会
・任期：令和2年9月1日～令和4年8月31日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
女性比率30％以上並びに公募制を維持する。

③春日部市自立支援協議会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：16人（男性：9人、女性：7人）
・女性委員の構成比率：43.75%

②春日部市障害者計画等審議会
・任期：令和2年7月1日～令和5年6月30日
・構成人数：18人（男性：10人、女性：8人）
・女性委員の構成比率：44.4%

①春日部市介護給付費等の支給に関する審査会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：20人（男性：11人、女性：9人）
・女性委員の構成比率：45%

②春日部市高齢者保健福祉計画等推進審議会
・任期：令和3年5月1日～令和5年4月30日
・構成人数：13人（男性：7人、女性：6人）
改選後、女性比率46.2％となり、30％以上を達成した。

①春日部市老人ホーム入所判定委員会
・任期：令和3年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：4人（男性：4人、女性：0人）
条例により委員の職が決まっているため公募はできない

②春日部市地域福祉計画審議会
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
令和3年度は任期中であるため、一斉改選は無いが、任期途中の委員の交代が
生じた場合は、選出元の各団体に、可能な限り女性委員の推薦を依頼する。

①春日部市民生委員推薦会
・任期：令和2年10月1日～令和5年9月30日
・構成人数：14人（男性：10人、女性：4人）
令和2年度に任期満了となるため、委員選出にあたり、選出元の各団体に男女の
市民参画が図れるよう依頼する。

①春日部市住居表示審議会
・任期：2年（住居表示整備事業実施時に委嘱）
・構成人数：一般委員 15人以内、特別委員 若干人
・一般委員…関係行政機関の職員、知識及び経験を有する者
・特別委員…住居表示実施区域の代表者
※住居表示整備事業実施時に設置のため、令和3年度の実施予定なし。

③春日部市市民活動センター運営協議会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：6人（男性：5人、女性：1人）

②春日部市男女共同参画推進審議会
・任期：令和元年12月1日～令和3年11月31日
・構成人数：10人（男性：5人、女性：5人）
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Ａ

②春日部市地域包括支援センター運営等協議会
・任期：平成30年7月1日～令和3年6月30日
・構成人数：9人（男性：5人、女性：4人）
・女性の構成比率：44.4％

介護保険課

Ａ

Ａ

①春日部市介護認定審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：50人（男性：37人、女性：13人）
・女性の構成比率：26％

介護保険課

①春日部市国民健康保険運営協議会
・任期：令和2年2月9日～令和5年2月8日
・構成人数：16人（男性：15人、女性：1人）
国民健康保険課 ・女性委員の構成比率：6.3%
国民健康保険事業の運営に関する事項を審議する
5月・8月・11月・2月の4回実施(5月については新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、書面にて協議)

Ａ

保育課

②春日部市健康づくり推進審議会
・任期 令和2年10月1日～令和4年9月.30日
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：41.7%

Ａ

②春日部市放課後児童クラブ入室選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）
・女性委員の構成比率：84.6%
・実施日：令和3年2月1日（書面）

保育課

健康課

Ａ

①春日部市保育所入所選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月.30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）
・女性委員の構成比率：84.6%
・実施日：令和3年2月1日(書面）

こども相談課

Ｂ

Ａ

③春日部市要保護児童対策地域協議会庁内会議
・任期なし
・構成人数：8人（男性：3人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：62.5％

こども相談課

①春日部市予防接種健康被害調査委員会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月.30日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0.0%

Ａ

②春日部市要保護児童対策地域協議会全体会議
・任期なし
・構成人数：16人（男性：3人、女性：13人）
・女性委員の構成比率：81.3％

こども相談課

健康課

Ａ

①春日部市要保護児童対策地域協議会代表者会議
・任期なし
・構成人数：23人（男性：19人、女性：4人）
・女性委員の構成比率：17.4％
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、令和2年度は開催せず。
（協議会の構成機関は変更なし。）

医学的見地による調査等を行
うもので、医師会等からの選出
者により構成しているため、女
性委員の構成比率を30%以上
にすることは困難である。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

①春日部市国民健康保険運営協議会
・任期：令和2年2月9日～令和5年2月8日
・構成人数：16人（男性：15人、女性：1人）
上記協議会の任期は、令和2年2月9日～令和5年2月8日となるため、現状の体制
で協議会を開催する。

②春日部市地域包括支援センター運営等協議会
【第５期】
・任期：平成30年7月1日～令和3年6月30日
・構成人数：9人（男性：5人、女性：4人）
【第６期】
・任期：令和3年7月1日～令和6年6月30日
・構成人数：9人（男性：5人、女性：4人）予定

①春日部市介護認定審査会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：50人（男：37人、女：13人）

②春日部市健康づくり推進審議会
・任期 令和2年10月1日～令和4年9月.30日
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）

①春日部市予防接種健康被害調査委員会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月.30日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）

②春日部市放課後児童クラブ入室選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）

①春日部市保育所入所選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）

③春日部市要保護児童対策地域協議会庁内会議
・任期なし
・構成人数：8人（男性：3人、女性：5人）

②春日部市要保護児童対策地域協議会全体会議
・任期なし
・構成人数：14人（男性：5人、女性：9人）

①春日部市要保護児童対策地域協議会代表者会議
・任期なし
・構成人数：23人（男性：19人、女性：4人）
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Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

①春日部市勤労者会館運営委員会
・任期：令和元年12月9日～令和3年12月8日
・構成人数：6人（男性：0人、女性：6人）
・女性委員の構成比率：100％
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、委員会は開催せず。
②春日部市商工振興委員会
・任期：令和2年10月24日～令和4年10月23日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：33.3％
①春日部市観光振興審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：33.3％

②かすかべフードセレクションの認定に関する有識者会議
・任期：なし
・構成人数：12人（男性：3人、女性：9人）
①春日部市農業振興審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：14.3%

商工振興課

商工振興課

観光振興課

観光振興課

農業振興課

Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

①春日部市緑の審議会
現在緑の審議会開催予定なしのため委嘱されていません。
次回開催日程は未定

①春日部市都市計画審議会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）

②春日部市都市再生協議会
・任期：令和2年6月1日～協議が終了した日まで
・構成人数：20人（男：15人、女：5人）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）
③春日部市景観審議会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・公募：1人（女性：1人）

都市計画課

都市計画課

都市計画課

Ａ

公園緑地課

下水道課

①春日部市下水道事業審議会
・任期：令和2年11月12日～令和4年11月11日
・構成人数：8人（男性：5人、女性：3人）
・公募：1人
・女性委員の構成比率：37.5%

Ａ

①春日部市ごみ減量化・資源化等推進審議会
・任期：令和2年5月1日～令和4年4月30日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7％

リサイクル推進課

Ａ

Ａ

①春日部市環境審議会
・任期：令和2年5月1日～令和4年4月30日
・構成人数：15人（男性：10人、女性：7人）
・女性委員の構成比率：46.6％

環境政策課

女性委員が含まれるように運
用している。

女性委員が含まれるように運
用している。

審議会への女性委員が含まれ
るように引き続き配慮する必要
がある。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続
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③春日部市景観審議会
・任期：令和3年10月1日～令和5年9月30日
・7月：公募委員募集予定

②春日部市都市再生協議会
・任期：令和2年6月1日～協議が終了した日まで
・構成人数：20人（男性：15人、女性：4人）（020401：人事異動により1名が交代）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）

①春日部市都市計画審議会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）

未定

※令和3年度は、現在のところ付議する案件がないため審議会の開催予定はあり
ません。

①春日部市下水道事業審議会
・任期：令和2年11月12日～令和4年11月11日
・構成人数：8人（男性：5人、女性：3人）
・公募：1人
・女性委員の構成比率：37.5%

①春日部市農業振興審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）

②かすかべフードセレクションの認定に関する有識者会議
・任期：なし
・構成人数：12人（男性：3人、女性：9人）

①春日部市観光振興審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）

②春日部市商工振興委員会
・任期：令和2年10月24日～令和4年10月23日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・委員会は２回の開催を予定。

①春日部市勤労者会館運営委員会
・任期：令和元年12月9日～令和3年12月8日
・構成人数：6人（男：0人、女：6人）
・委員会は1回の開催を予定。

①春日部市ごみ減量化・資源化等推進審議会
春日部市ごみ減量化・資源化等推進審議会における女性の構成比率30％以上
を維持する。

①春日部市環境審議会
・任期：令和2年5月1日～令和4年4月30日
・構成人数：15人（男性：9人、女性：6人）
・公募：1人（男性：0人、女性：1人）
※令和3年5月1日現在
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Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

②春日部市開発事業審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：20％
①春日部市建築審査会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日
・構成人数：5人（男性4人、女性1人）
・女性委員の構成比率：20％
①春日部市空家等対策協議会
・任期：令和元年8月18日～令和3年8月17日
・構成人数：10人（男性：10人、女性：0人)
・女性委員の構成比率：0％
①春日部市消防賞じゅつ金等審査委員会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0.0％
消防業務による殉職等の個人情報を取り扱うとともに、専門的な知識、経験等
が必要なため、消防長、消防団長等を委員としている。
なお、委員会の開催はなし。
①春日部市立医療センター運営委員会
・任期：令和2年1月27日～令和4年1月26日
・構成人数：14人（男性：13人、女性：１人）
・女性委員の構成比率：7.1％

開発調整課

建築課

住宅政策課

（消）総務課

（医）経営財務課

Ａ

Ａ

①春日部市中心市街地まちづくり審議会
・任期：令和元年6月28日～令和3年6月27日
・構成人数：17人（男性15人、女性：3人)
・女性委員の構成比率：17.6％

鉄道高架整備課

①春日部市開発審査会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：3人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：40％

Ｂ

②春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理評価員会
・任期：なし
・構成人数：3名（男性：3人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0.0％
第５１回審議会 開催日：令和２年６月２５日
第２７回評価員会 開催日：令和３年１月２０日

まちづくり推進課
（西金野井第二土
地区画整理事務
所）

開発調整課

Ｂ

①春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理審議会
・任期：平成28年8月22日～令和3年8月21日
・構成人数：8名（男性：8人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0％

Ａ

⑤春日部市公共事業評価監視委員会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・公募：なし

都市計画課

まちづくり推進課
（西金野井第二土
地区画整理事務
所）

Ａ

④春日部市地域公共交通活性化協議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
・構成人数：20人（男性：18人、女性：2人）

都市計画課

消防業務による殉職等の個人
情報を取り扱うとともに、専門
的な知識、経験等が必要なた
め、消防長、消防団長等を委
員としている。

委嘱する選出機関への積極的
な女性登用を促す。

委嘱する選出機関への積極的
な女性登用を促す。

委嘱する選出機関への積極的
な女性登用を促す。

土地区画整理事業地内の土地
所有者の立候補による委員７
名、市長の選任する学識経験
者の委員２名の計９名で構成。
土地所有者の委員について
は、男女問わず立候補を募り、
学識経験者の登用について
は、該当者がいれば人選を検
討したい。なお、今期審議会委
員選挙の女性立候補者は、０
名。
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①春日部市立医療センター運営委員会
・任期：令和2年1月27日～令和4年1月26日
・構成人数：14人（男性：13人、女性：１人）

①春日部市消防賞じゅつ金等審査委員会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
消防業務による殉職等の個人情報を取り扱うとともに、専門的な知識、経験等が
必要なため、消防長、消防団長等を委員としている。

①春日部市空家等対策協議会
・任期：令和元年8月18日～令和3年8月17日
・構成人数：10人（男性：10人、女性：0人)
・改選：令和3年8月18日～令和5年8月17日
・構成人数：10人

①春日部市建築審査会
付議案件がある場合に開催
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）

②春日部市開発事業審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）

①春日部市開発審査会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：3人、女性：2人）

①春日部市中心市街地まちづくり審議会
・任期：令和3年6月28日～令和5年6月27日
・構成人数：17人（男性：14人、女性：3人)
・公募：1人

②春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理評価員会
・任期：なし
・構成人数：3名（男性：3人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0.0％
第５２回審議会 第２８回評価員会 開催日は未定

①春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理審議会
・任期：平成28年8月22日～令和3年8月21日
・構成人数：8名（男性：8人、女性：0人）
審議会委員選挙令和３年８月８日投開票
審議会日程は未定

⑤春日部市公共事業評価監視委員会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・公募：なし

④春日部市地域公共交通活性化協議会
・任期：令和3年6月1日～令和5年5月31日
・構成人数：19人（男性：17人、女性：2人）
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６-（1）－①-２
女性を含まない審議
会などの解消

女性の視点を反映させた市政運営のため、
すべての審議会などに女性委員が含まれる
よう登用を促進する。

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

②春日部市学校給食センター運営委員会
・任期：令和元年7月1日～令和3年6月30日
・構成人数：11人（男性：3人、女性：8人）
・女性委員の構成比率：72.7％
①春日部市いじめ問題対策連絡協議会
・任期：年度ごと
・構成人数：16人（男性：14人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：12.5％
②春日部市いじめ問題対策調査委員会
・任期：2年
・構成人数：4人（男性：2人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：50.0％

③春日部市いじめ問題再調査委員会
該当案件がないため、未委嘱

学務課

指導課

指導課

指導課

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

⑤春日部市就学支援委員会
・任期：1年
・構成人数：47人（男性：１７人、女性：３０人）
・女性委員の構成比率：53.2％
⑥春日部市中学生社会体験チャレンジ事業推進委員会
・任期：1年
・構成人数：46人（男性：38人、女性：8人）
・女性委員の構成比率：17.4％

①春日部市社会教育委員会議
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：15人（男性：10人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：33.3％

②春日部市立図書館運営審議会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：7人（男性：2人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：71.4％

③春日部市放課後子ども教室運営委員会
・任期：令和2年6月15日～令和3年3月31日
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：41.7％

指導課

指導課

社会教育課

社会教育課

社会教育課

指導課

Ｃ

Ａ

①春日部市立小学校・中学校及び義務教育学校学区審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：13人（男性：12人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：7.7％

学務課

④春日部市学校医等公務災害補償認定委員会
・任期：３年
該当案件がないため、未委嘱

Ａ

（水）業務課

水道事業運営審議会
任期：令和2年8月18日～令和4年8月17日
構成人数：12人（男：8人、女：4人）

規則により委員の構成にさだ
めがあるため

条例により委員の構成に定め
があるため

一般公募委員が女性となり、構
成人数が11名から12名になっ
た。これにより女性比率が増加
し、30パーセント以上を達成し
たため課題の解消に至った。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

③春日部市放課後子ども教室運営委員会
・任期：令和3年6月～令和4年3月31日（予定）
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）（予定）

②春日部市立図書館運営審議会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：7人（男性：2人、女性：5人）

①春日部市社会教育委員会議
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：15人（男性：10人、女性：5人）

⑥春日部市中学生社会体験チャレンジ事業推進委員会→中止
・任期：１年
・構成人数：46人

⑤春日部市就学支援委員会
・任期：令和３年5月15日～令和４年5月14日
・構成人数：47人（男性：20人、女性：27人）

④春日部市学校医等公務災害補償認定委員会
・任期：３年
該当案件がないため、未委嘱

③春日部市いじめ問題再調査委員会
該当案件がないため、未委嘱

②春日部市いじめ問題対策調査委員会
・任期：令和３年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：4人（男性：2人、女性：2人）

①春日部市いじめ問題対策連絡協議会
・任期：令和３年4月1日～令和４年3月31日
・構成人数：16人（男性：12人、女性：4人）

②春日部市学校給食センター運営委員会
・任期：令和3年7月1日～令和5年6月30日
・構成人数：11人(男性：4人、女性：7人）
・女性委員の構成比率：63.6％

①春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校学区審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：13人（男性：13人、女性：0人）
令和3年4月26日付2名の委員について変更

水道事業運営審議会
任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日（審議会延期により期間変更）
構成人数：12人（男：8人、女：4人）
※令和３年度は公募の実施なし
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６-（1）-②-２
市民参加推進制度

６-（1）-②-１
市長への提言

事 業 名

容

②春日部市公民館防災対策事業検討会議

中央公民館

担 当 課

第１１次交通安全計画(案）
令和３年10月

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（案）
令和３年８月
新規

市民課

・令和3年1月1日に市民憲章が制定されたことに伴い、事業終了
・旧商工振興センター跡地活用に係る事務については、令和3年度より商工振興
課へ移管

令和２年度と同様に行う。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

①春日部市明るい選挙推進協議会
任期：２年（委員により異なる）
構成人数：18人（男性：16人、女性：2人）

新規

終了

継続

区 分

継続

終了

交通防犯課

・令和3年1月1日に市民憲章が
制定されたことに伴い、事業終
了
・旧商工振興センター跡地活用
に係る事務については、令和3
年度より商工振興課へ移管

課題

他の防災対策会議により検討
が行われているため、廃止した

①春日部市公民館運営審議会
・任期：令和3年6月1日～令和5年5月31日
・構成人数：15人（男性：11人、女性：4人）
・女性委員の構成比率：26.7％

①春日部市スポーツ推進審議会
・任期：令和2年5月22日～令和4年5月21日
・構成人数：8人（男性：7人、女性：1人）

②春日部市市史編さん委員会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：10人（男性：8人、女性：2人）

①春日部市文化財保護審議会
・任期：令和4年2月1日～令和6年1月31日
・構成人数：10人

改訂が終わったので終了。

Ａ

Ａ

Ａ

進捗
状況

Ａ

Ｄ

継続

継続

継続

継続

終了

市民意見提出手続や市民意見交換会手続
などを活用し、市の重要な計画や条例の策
定をはじめとする行政活動に対して、市民が
参加する機会を創出する。
シティセールス広 第２次シティセールス戦略プラン改訂（案）
報課
令和３年１月４日～２月２日

政策課

①市民憲章（案）に係る市民意見提出手続を実施した。
・意見募集期間：令和2年8月1日～31日
②旧商工振興センター跡地活用施設整備基本構想・計画（案）に係る市民意見
提出手続を実施した。
・意見募集期間：令和3年2月1日～令和3年3月2日
③第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に係る市民意見提出手続を実施
した。
・意見募集期間：令和3年１月４日～令和3年2月2日
④旧商工振興センター跡地活用懇談会を実施した。（市民意見交換会）
・実施時期：令和2年5月～令和3年3月

３０１通、４２８件

詳細内容

令和２年度実施結果

①春日部市公民館運営審議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
・構成人数：15人（男性：11人、女性：4人）
・女性委員の構成比率：26.7％

中央公民館

①春日部市明るい選挙推進協議会
選挙管理委員会 ・任期：2年
・構成人数：18人（男性：16人、女性2人）
事務局
・女性委員の構成比率：11.1％

Ａ

①春日部市スポーツ推進審議会
・任期：令和2年5月22日～令和4年5月21日
・構成人数：8人（男性：7人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：12.5％

スポーツ推進課

Ａ

Ａ

②春日部市史編さん委員会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：10人（男性：8人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：20％

文化財保護課

より良いまちづくりへの提言として、市長あて
シティセールス広
に市政に対する提案や意見などの提言制度
市長への提言
報課
を推進する。

内

女性の視点を反映させた市政運営のため、
すべての審議会などに女性委員が含まれる
よう登用を促進する。

②市民の市政への参画促進

６-（1）－①-２
女性を含まない審議
会などの解消

Ａ

①春日部市文化財保護審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：10人（男性：9人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：10％

文化財保護課
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６-（1）-②-２
市民参加推進制度

市民意見提出手続や市民意見交換会手続
などを活用し、市の重要な計画や条例の策
定をはじめとする行政活動に対して、市民が
参加する機会を創出する。

Ａ

Ａ

春日部市公共下水道ストックマネジメント基本計画（案）に係る市民意見提出
手続を実施
・意見募集期間：令和2年12月1日～令和3年1月4日
・意見提出件数：1件
※上記意見を踏まえ、春日部市下水道事業審議会（学識経験者・公募市民等
で構成）での審議および答申を受け策定。

地域公共交通網形成計画（案）に係る市民意見提出手続を実施
・意見募集期間：令和3年1月～令和3年2月（意見5件あり）

下水道課

都市計画課

Ａ

Ａ

春日部消防署武里分署移転建替え説明会
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い延期とし、書面による回覧を実施す
る。
実施時期：令和2年6月
史跡神明貝塚保存活用計画に係る市民意見提出手続を実施
・意見募集期間：令和3年2月
・提出意見：9人20件

（消）総務課

文化財保護課

スポーツ推進課

Ａ

住宅政策課

①住生活基本計画（案）に係る市民意見提出手続を実施
・意見募集期間：令和3年1月4日～2月2日
・意見提出件数：0件 ・意見反映件数：0件
②市営住宅長寿命化計画（案）に係る市民意見提出手続を実施
・意見募集期間：令和3年1月4日～2月2日
・意見提出件数：0件 ・意見反映件数：0件

建築課

①中心市街地バリアフリー計画（案）に係る市民意見提出手続を実施
・意見募集期間：令和3年1月4日～2月2日
・応募人数と件数：2人と6件
鉄道高架整備課
②中心市街地まちづくり計画（案）に係る市民意見提出手続を実施
・意見募集期間：令和3年1月4日～2月2日
・応募人数と件数：意見無し
Ａ

Ａ

旧宝珠花小学校跡地活用基本計画（案）に係る市民意見提出手続を実施
・意見募集期間：令和2年12月1日～令和3年1月4日
・意見提出件数：1件
・意見反映件数：0件

観光振興課

都市計画課

Ａ

春日部市（仮称）科学技術学習児童館整備基本構想・計画（案）に係る市民意
見提出手続を実施
・意見募集期間：令和3年1月4日～令和3年2月2日
・意見提出件数：22件（10人）
・意見反映件数：0件

こども政策課

Ａ

Ａ

第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）に係る市民意見提出手続
を実施
・意見募集期間：令和2年12月～令和3年1月

第4期障害者計画・第6期障害福祉計画（案）に係る市民意見提出手続を実施
障がい者支援課 募集期間：令和2年12月１日～令和3年1月4日
意見提出件数：37件

高齢者支援課

地域住民に、事業概要を直接
説明できていない状況である。
また、感染状況により再延期も
あり得る。

広く周知し、多くの意見提出を
得ることが課題

新規

終了

継続

終了

終了

終了

新規

終了

終了

終了

終了

終了

終了

※Ｒ２実施予定だったがＲ３より新規事業として実施。

・市民意見提出手続の実施
①春日部市スポーツ施設マネジメント計画（案）の意見募集
実施時期：令和3年4月1日～令和3年4月30日
②（仮称）春日部市総合体育施設整備基本計画（案）の意見募集
実施時期：令和3年4月1日～令和3年4月30日

春日部消防署武里分署移転建替え説明会
実施時期：令和3年8月

建築物耐震改修促進計画（案）に係る市民意見提出手続を実施予定
・意見募集期間：令和3年1月～2月

屋外広告物条例の一部改正(案)について
令和３年７月１５日～８月１４日

計画を策定したため終了

令和2年度に市民意見提出手続を実施し、令和3年3月に第8期計画を策定した。
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６-（1）-②-４
市政に対する男女の市民参画の促進のた
審議会などへの市民 め、審議会などの委員任命に際し、公募制を
公募制の積極的導入 積極的に導入する。

６-（1）-②-３
市のホームページや相談などを活用し、情報
ホームページなどによ
の収集や意見・提言を施策や事業運営に反
る情報・提言などの収
映させる。
集

Ａ

①春日部市総合振興計画審議会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：18人（男性：12人、女性：6人）
・女性委員の構成比率：33.3%
・公募：6人

人事課

市政情報課

人事課

Ｃ

-

③春日部市特別職報酬等審議会
該当案件がないため、未委嘱

①春日部市情報公開・個人情報保護審査会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日、令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：4人（男性：3人、女性1人）
・女性委員の構成比率：25.0％
・公募：公募の規定なし

-

-

①春日部市公務災害補償等認定委員会
・任期：平成30年3月1日～令和3年2月28日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：20％
・公募：公募の規定なし

総務課

人事課

-

①行政不服審査会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：4人（男性：4人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0％
・公募：なし（法令の規定により委員の構成が定められている）

②春日部市公務災害補償等審査会
・任期：平成30年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：3人（男性：3人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0％
・公募：公募の規定なし

Ａ

-

④春日部市市民憲章市民会議
・任期：市民憲章の制定まで
・構成人数：15人
・公募：6人（構成比率：40.0%）

③春日部市ＰＦＩ事業者選定審査会
該当案件がないため、未実施
・公募：公募の規定なし

政策課

政策課

政策課

Ａ

-

②春日部市国民保護協議会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：23人（男性：22人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：4.3％
・公募：なし（法令の規定により委員の構成が定められている）

防災対策課

②春日部市行政改革審議会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：10人（男性：7人、女性：3人）
・女性委員の構成比率：30.0%
・公募：2人

-

①春日部市防災会議
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日（7号委員・8号委員）
・構成人数：33人（男性：30人、女性3人）
・女性委員の構成比率：9.1％
・公募：なし（法令の規定により委員の構成が定められている）

防災対策課

政策課

Ａ

市のホームページや相談などを活用し、情報の収集や意見・提言を施策や事
業運営に反映させた。

交通防犯課

情報公開制度及び個人情報保
護制度に関して専門的な知識
が求められるため、公募制は
なじまない。

審査内容の専門性が高く経験
を要するものであり、公募制の
導入はそぐわない。

令和3年1月1日に市民憲章が
制定されたことに伴い、事業終
了

法律によって委員に充てる者
が規定されており、公募制の導
入が適切かどうか検討を要す
る。

法律によって委員に充てる者
が規定されており、公募制の導
入が適切かどうか検討を要す
る。

継続

継続

継続

継続

継続

終了

継続

継続

継続

継続

継続

継続

①春日部市情報公開・個人情報保護審査会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日、令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：4人（男性：3人、女性：1人）
・令和3年度は委員改選あり

③春日部市特別職報酬等審議会
・任期：令和3年11月上旬～令和4年1月中旬
・構成人数：10人
・公募：2人

②春日部市公務災害補償等審査会
・任期：令和3年4月1日～令和6年3月31日
・構成人数：3人（男性：3人、女性：0人）
・公募：なし

①春日部市公務災害補償等認定委員会
・任期：令和3年3月1日～令和6年2月29日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
・公募：なし

①行政不服審査会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日（2年）
・構成人数：4人（男性：4人、女性：0人）

PFI事業ごとに組織する審査会であり、令和３年度は実施予定なし。

②春日部市行政改革審議会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：10人（男性：7人、女性：3人）
・年3回程度開催

①春日部市総合振興計画審議会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：18人（男性：11人、女性：7人）
・年4回程度開催

②春日部市国民保護協議会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：23人（男性：22人、女性：1人）
・公募：なし
引き続き、審議会の内容によって、公募制の導入が適切か検討していく。

①春日部市防災会議
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日（7号委員・8号委員）
・構成人数：33人（男性：30人、女性3人）
・公募：なし
引き続き、審議会の内容によって、公募制の導入が適切か検討していく。

市のホームページや相談などを活用し、情報の収集や意見・提言を施策や事業
運営に反映させる。
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Ａ

Ａ

②春日部市自転車対策協議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：6人（男性：5人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：16.7％
・公募：1人
令和元年度に改選した②については、改選後の女性比率30％以上を目指して
改選を行ない、公募制を維持した。
③春日部市防犯のまちづくり推進協議会
・任期：平成30年6月29日～令和2年6月28日
・構成人数：10人（男性：8人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：20.0％
・公募：1人
平成30年度に改選した③については、改選後の女性比率30％以上を目指して
改選を行ない、公募制を維持した。

交通防犯課

交通防犯課

交通防犯課

-

Ａ

-

①春日部市民生委員推薦会
・任期：令和2年10月1日～令和5年9月30日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7％
・公募：公募の規定なし
②春日部市地域福祉計画審議会
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7％
・公募：2人
委員の公募を行ったところ、3名の応募があり、うち2名を選任しました。

①春日部市老人ホーム入所判定委員会
・任期：令和2年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：4人（男性：3人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：25.0%
・公募：なし（条例により委員の構成が定められている）

生活支援課

生活支援課

高齢者支援課

市民課

-

Ａ

Ａ

①春日部市住居表示審議会
該当案件がないため、未委嘱
・公募：公募の定めなし

③春日部市市民活動センター運営協議会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
市民参加推進課 ・構成人数：6人（男性：5人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：16.7％
・公募：2人

②春日部市男女共同参画推進審議会
・任期：令和元年12月1日～令和3年11月30日
市民参加推進課 ・構成人数：10人（男性：5人、女性：5人）
６-（1）-②-４
市政に対する男女の市民参画の促進のた
・女性委員の構成比率：50％
審議会などへの市民 め、審議会などの委員任命に際し、公募制を
・公募：2人
公募制の積極的導入 積極的に導入する。

Ａ

-

①春日部市交通安全対策会議
・任期：なし
・構成人数：15人（男性：14人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：6.7％
・公募：公募の規定なし

市政情報課

①春日部市市民参加推進審議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
市民参加推進課 ・構成人数：7人（男性：6人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：16.7％
・公募：2人

Ａ

②春日部市情報公開・個人情報保護審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：7人（男性：6人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：14.3％
・公募：１人

条例により委員の職が決まっ
ている。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

①春日部市老人ホーム入所判定委員会
・任期：令和3年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：4人（男性：4人、女性：0人）
・公募：なし
条例により委員の職が決まっているため公募はできない

②春日部市地域福祉計画審議会
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・公募：2人
本年度は委員の公募は予定していないため、令和4年度に向け公募手法の検討
をする。

①春日部市民生委員推薦会
・任期：令和2年10月1日～令和5年9月30日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7％
・公募：なし

①春日部市住居表示審議会
・任期：2年（住居表示整備事業実施時に委嘱）
・構成人数：一般委員 15人以内、特別委員 若干人
・一般委員…関係行政機関の職員、知識及び経験を有する者
・特別委員…住居表示実施区域の代表者
※住居表示整備事業実施時に設置のため、令和3年度の実施予定なし。

③春日部市市民活動センター運営協議会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：6人（男性：5人、女性：1人）
・公募：2人

②春日部市男女共同参画推進審議会
・任期：令和元年12月1日～令和3年11月31日
・構成人数：10人（男性：5人、女性：5人）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）

①春日部市市民参加推進審議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
・構成人数：7人（男性：6人、女性：1人）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）

③春日部市防犯のまちづくり推進協議会
・任期：令和2年6月29日～令和4年6月28日
・構成人数：11人（男性：9人、女性：2人）（令和2年.5月1日～令和2年6月2日公募
実施）
・公募：2人（男性：2人、女性：0人）
男性の応募3名で2名を採用、女性の応募は無かった。

②春日部市自転車対策協議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：6人（男性：5人、女性：1人）
・公募：1人（男性：1人、女性：0人）

①春日部市交通安全対策会議
・任期：なし
・構成人数：15人（男性：14人、女性：1人）
・公募：なし

②春日部市情報公開・個人情報保護審議会
・任期（令和2年2月1日～令和4年1月31日）
・構成人数：７人（男性：6人、女性：1人）
・令和3年度は委員改選あり
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６-（1）-②-４
市政に対する男女の市民参画の促進のた
審議会などへの市民 め、審議会などの委員任命に際し、公募制を
公募制の積極的導入 積極的に導入する。

こども相談課

③春日部市要保護児童対策地域協議会庁内会議
・任期なし
・構成人数：8人（男性：3人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：62.5％
・公募：公募の規定なし

-

-

こども相談課

こども相談課

-

①春日部市要保護児童対策地域協議会代表者会議
・任期なし
・構成人数：23人（男性：19人、女性：4人）
・女性委員の構成比率：17.4％
・公募：公募の規定なし
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、令和2年度は開催せず。
（協議会の構成機関は変更なし。）

こども政策課

②春日部市要保護児童対策地域協議会全体会議
・任期なし
・構成人数：16人（男性：3人、女性：13人）
・女性委員の構成比率：81.3％
・公募：公募の規定なし

Ａ

②春日部市青少年健全育成審議会
・任期：令和2年9月1日～令和4年8月31日
・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7%
・公募：1人(女性)

Ａ

Ａ

③春日部市自立支援協議会
・任期：平成31年1月1日～令和3年3月31日
障がい者支援課 ・構成人数：16人（男性：10人、女性：6人）
・公募：2人
・女性委員の構成比率：37.5%

こども政策課

Ａ

②春日部市障害者計画等審議会
・任期：令和2年7月1日～令和5年6月30日
・構成人数：18人（男性：10人、女性：8人）
障がい者支援課
・公募：2人
新規に委嘱した②について、女性委員の比率が44.4％となったほか、公募委員
を2名任命した。

①春日部市子育て支援審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：41.7%
・公募：1人(女性)

-

Ａ

①春日部市介護給付費等の支給に関する審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
障がい者支援課 ・構成人数：20人（男性：11人、女性：9人）
・公募：公募の規定なし
・女性委員の構成比率：45%

高齢者支援課

②春日部市高齢者保健福祉計画等推進審議会
・任期：平成30年5月1日～令和3年4月30日
・構成人数：13人（男性：10人、女性：3人）
・女性委員の構成比率：23.1%
・公募：2人

継続

継続

継続

要保護児童対策地域協議会
は、児童福祉法に基づく要保
護児童等への適切な支援を図
るため、関係機関、関係団体等
により構成されており、専門的
な知識も必要であることから、
公募制はなじまない。

要保護児童対策地域協議会
は、児童福祉法に基づく要保
護児童等への適切な支援を図
るため、関係機関、関係団体等
により構成されており、専門的
な知識も必要であることから、
公募制はなじまない。

要保護児童対策地域協議会
は、児童福祉法に基づく要保
護児童等への適切な支援を図
るため、関係機関、関係団体等
により構成されており、専門的
な知識も必要であることから、
公募制はなじまない。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

③春日部市要保護児童対策地域協議会庁内会議
・任期なし
・構成人数：8人（男性：3人、女性：5人）

②春日部市要保護児童対策地域協議会全体会議
・任期なし
・構成人数：14人（男性：5人、女性：9人）

①春日部市要保護児童対策地域協議会代表者会議
・任期なし
・構成人数：23人（男性：19人、女性：4人）

②春日部市青少年健全育成審議会
・任期：令和2年9月1日～令和4年8月31日
女性比率30％以上並びに公募制を維持する。

①春日部市子育て支援審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
女性比率30％以上並びに公募制を維持する。

③春日部市自立支援協議会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：16人（男性：9人、女性：7人）
・公募：2人
・女性委員の構成比率：43.75%

②春日部市障害者計画等審議会
・任期：令和2年7月1日～令和5年6月30日
・構成人数：18人（男性：10人、女性：8人）
・公募：2人
・女性委員の構成比率：44.4%

①春日部市介護給付費等の支給に関する審査会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：20人（男性：11人、女性：9人）
・公募：公募の規定なし
・女性委員の構成比率：45%

②春日部市高齢者保健福祉計画等推進審議会
・任期：令和3年5月1日～令和5年4月30日
・構成人数：13人（男性7人、女性：6人）
・公募：2人（男性：0人、女性：2人）
改選後、女性比率46.2％となり、30％以上を達成した。
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６-（1）-②-４
市政に対する男女の市民参画の促進のた
審議会などへの市民 め、審議会などの委員任命に際し、公募制を
公募制の積極的導入 積極的に導入する。

Ａ

-

②春日部市健康づくり推進審議会
・任期 令和2年10月1日～令和4年9月.30日
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：41.7%
・公募：1人
①春日部市介護認定審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：50人（男性：37人、女性：13人）
・女性の構成比率：26％
・公募：なし（法令の規定により委員の構成が定められている）

健康課

健康課

①春日部市ごみ減量化・資源化等推進審議会
・任期：令和2年5月1日～令和4年4月30日
リサイクル推進課 ・構成人数：14人（男性：9人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：35.7％
・公募：2人

環境政策課

①春日部市環境審議会
・任期：令和2年5月1日～令和4年4月30日
・構成人数：15人（男性：10人、女性：7人）
・女性委員の構成比率：46.6％
・公募：1人

①春日部市国民健康保険運営協議会
・任期：令和2年2月9日～令和5年2月8日
・構成人数：16人（男性：15人、女性：1人）
国民健康保険課 ・女性委員の構成比率：6.3%
・公募：1人
上記審議会において、公募制（3人）を継続的に実施しているが、令和2年2月の
公募時では男性2名の応募があり、内1名を選任した。

介護保険課

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

-

①春日部市予防接種健康被害調査委員会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月.30日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0.0%
・公募：公募の規定なし

保育課

②春日部市地域包括支援センター運営等協議会
・任期：平成30年7月1日～令和3年6月30日
・構成人数：9人（男性：5人、女性：4人）
・女性の構成比率：44.4％
・公募：2人

-

②春日部市放課後児童クラブ入室選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月.30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）
・女性委員の構成比率：84.6%
・公募：公募の規定なし
・実施日：令和3年2月1日（書面）

保育課

介護保険課

-

①春日部市保育所入所選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月.30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）
・女性委員の構成比率：84.6%
・公募：公募の規定なし
・実施日：令和3年2月1日（書面）

審議会への女性委員が含まれ
るように引き続き配慮する必要
がある。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

①春日部市ごみ減量化・資源化等推進審議会
春日部市ごみ減量化・資源化等推進審議会における委員の公募制を維持する。

春日部市環境審議会
・任期：令和2年5月1日～令和4年4月30日
・構成人数：15人（男性：9人、女性：6人）
・公募：1人（男性：0人、女性：1人）
※令和3年5月1日現在

①春日部市国民健康保険運営協議会
・任期：令和2年2月9日～令和5年2月8日
・構成人数：16人（男性：15人、女性：1人）
・公募：1人
上記審議会において、公募制を継続的に実施しており、今後の委員改選におい
ても公募制を実施していく。

②春日部市地域包括支援センター運営等協議会
【第５期】
・任期：平成30年7月1日～令和3年6月30日
・構成人数：9人（男性：5人、女性：4人）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）
【第６期】
・任期：令和3年7月1日～令和6年6月30日
・構成人数：9人（男性：5人、女性：4人）予定
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）予定

①春日部市介護認定審査会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：50人（男性：37人、女性：13人）
・公募：なし（法令の規定により委員の構成が定められている）

②春日部市健康づくり推進審議会
・任期 令和2年10月1日～令和4年9月.30日
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）
・公募：1人

①春日部市予防接種健康被害調査委員会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月.30日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
・公募：なし

②春日部市放課後児童クラブ入室選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）
・公募：0人

①春日部市保育所入所選考委員会
・任期：令和元年12月1日～令和4年11月30日
・構成人数：13人（男性：2人、女性：11人）
・公募：0人
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６-（1）-②-４
市政に対する男女の市民参画の促進のた
審議会などへの市民 め、審議会などの委員任命に際し、公募制を
公募制の積極的導入 積極的に導入する。

-

②かすかべフードセレクションの認定に関する有識者会議
・任期：なし
・構成人数：12人（男性：3人、女性：9人）
・公募：公募の規定なし

観光振興課

観光振興課

Ａ

Ａ

Ａ

①春日部市緑の審議会
審議会開催予定なしのため委嘱されていません。
次回開催日程は未定
・公募の規定あり

①春日部市都市計画審議会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）

②春日部市都市再生協議会
・任期：令和2年6月1日～協議が終了した日まで
・構成人数：20人（男性：15人、女性：5人）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）

都市計画課

都市計画課

Ａ

公園緑地課

下水道課

①春日部市下水道事業審議会
・任期：令和2年11月12日～令和4年11月11日
・構成人数：8人（男性：5人、女性：3人）
・公募：1人
・女性委員の構成比率：37.5%

-

Ａ

①春日部市観光振興審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・公募：1人（女性：1人）

商工振興課

農業振興課

-

②春日部市商工振興委員会
・任期：令和2年10月24日～令和4年10月23日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：33.3％
・公募：公募の定めなし
商工振興委員会は、市内商工業の育成と振興を図ることを目的として組織して
おり、委員には専門的な知識や経験が必要とされることから、商工団体役員と
学識経験者から組織するよう条例によって定められている。

商工振興課

①春日部市農業振興審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：14.3%
・公募：公募の規定なし

Ａ

①春日部市勤労者会館運営委員会
・任期：令和元年12月9日～令和3年12月8日
・構成人数：6人（男性：0人、女性：6人）
・女性委員の構成比率：100％
・公募：1人
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、委員会は開催せず。

継続

春日部市農業振興審議会は
「農業の振興に必要な事項を
審議する」ことを目的として設
置されているので、委員の資格
として、「①農業に関するの専
門的知識、経験を有しているこ
と。②個人・法人の利害に関す
る情報を含む議案の審議が多
いため、守秘義務が守られるこ
と。」が必要であり、広く市民の
意見を取り入れることを目的と
した公募委員は当該審議会に
は必要としない。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

かすかべフードセレクションの
認定に関する有識者会議につ
いては、食やマーケティング等
に関する専門的な意見交換の
会議であるため、公募を導入し
ていない。

委員には専門知識が求められ
ることから公募は実施しない。

引き続き公募委員を募集する。

②春日部市都市再生協議会
・任期：令和2年6月1日～協議が終了した日まで
・構成人数：20人（男性：15人、女性：4人）（020401：人事異動により1名が交代）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）

①春日部市都市計画審議会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）
・公募：2人（男性：1人、女性：1人）

未定

※令和3年度は、現在のところ付議する案件がないため審議会の開催予定はあり
ません。

①春日部市下水道事業審議会
・任期：令和2年11月12日～令和4年11月11日
・構成人数：8人（男性：5人、女性：3人）
・公募：1人
・女性委員の構成比率：37.5%

①春日部市農業振興審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：14人（男性：12人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：14.3%
・公募：公募の規定なし

②かすかべフードセレクションの認定に関する有識者会議
・任期：なし
・構成人数：12人（男性：3人、女性：9人）
・公募：公募の規定なし

①春日部市観光振興審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・公募：1人（女性：1人）

②春日部市商工振興委員会
・任期：令和2年10月24日～令和4年10月23日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・公募：なし
・委員会は２回の開催を予定。

①春日部市勤労者会館運営委員会
・任期：令和元年12月9日～令和3年12月8日
・構成人数：6人（男性：0人、女性：6人）
・公募：1人
①委員会は1回の開催を予定。
女性比率30％以上を継続すとともに、公募制を維持する。
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-

-

⑤春日部市公共事業評価監視委員会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・公募：なし

都市計画課

①春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理審議会
まちづくり推進課
・任期：平成28年8月22日～令和3年8月21日
（西金野井第二土
・構成人数：8名（男性：8人、女性：0人）
地区画整理事務
・女性委員の構成比率：0.0％
所）
・公募：公募の規定なし

-

-

-

②春日部市開発事業審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：20.0％
・公募：公募の規定なし（法令に定めが無いため）
①春日部市建築審査会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日
・構成人数：5人（男性4人、女性1人）
・女性委員の構成比率：20.0％
・公募：公募の規定なし（法令の規定により委員の構成が定められているため）
①春日部市空家等対策協議会
・任期：令和元年8月18日～令和3年8月17日
・構成人数：10人（男性：10人、女性：0人)
・女性委員の構成比率：0％
・公募：公募の規定なし

開発調整課

住宅政策課

建築課

-

開発調整課

Ａ

①春日部市開発審査会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：3人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：40.0％
・公募：公募の規定なし（法令に定めが無いため）

①春日部市中心市街地まちづくり審議会
・任期：令和元年6月28日～令和3年6月27日
鉄道高架整備課 ・構成人数：17人（男性15人、女性：3人)
・女性委員の構成比率：17.6％
・公募：1人

-

Ａ

④春日部市地域公共交通活性化協議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
・構成人数：20人（男性：18人、女性：2人）

都市計画課

②春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理評価員会
まちづくり推進課
・任期：なし
６-（1）-②-４
市政に対する男女の市民参画の促進のた
（西金野井第二土
審議会などへの市民 め、審議会などの委員任命に際し、公募制を 地区画整理事務 ・構成人数：3名（男性：3人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0.0％
公募制の積極的導入 積極的に導入する。
所）
・公募：公募の規定なし

Ｂ

③春日部市景観審議会
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日
・構成人数：6人（男性：4人、女性：2人）
・公募：1人（女性：1人）

都市計画課

協議内容に個人情報が含まれ
るため、公募制の導入につい
ては慎重に進めなければなら
ない。

建築審査会委員は専門的な知
識が求められるため、それぞれ
の分野の専門家に委員を委嘱
しており、公募制はなじまない。

委嘱する選出機関への積極的
な女性登用を促す。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

土地区画整理事業地内の土地
所有者の立候補による委員７
名、市長の選任する学識経験
者の委員２名の計９名で構成。
土地所有者の委員について
は、男女問わず立候補を募り、
学識経験者の登用について
は、該当者がいれば人選を検
討したい。なお、今期審議会委
員選挙の女性立候補者は、０
名。

委嘱する選出機関への積極的
な女性登用を促す。

継続

継続

継続

学識経験者に限られるため、
公募は実施しない。

選考の結果、定数に満たな
かった。

①春日部市空家等対策協議会
・任期：令和元年8月18日～令和3年8月17日
・構成人数：10人（男性：10人、女性：0人)
・改選：令和3年8月18日～令和5年8月17日
・構成人数：10人
・公募なし

建築審査会は付議案件がある場合に開催
・任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）

②春日部市開発事業審査会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・公募：0人（法令に公募の定めが無いため）

①春日部市開発審査会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：3人、女性：2人）
・公募：0人（法令に公募の定めが無いため）

①春日部市中心市街地まちづくり審議会
・任期：令和3年6月28日～令和5年6月27日
・構成人数：17人（男性：14人、女性：3人)
・公募：1人

②春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理評価員会
・任期：なし
・構成人数：3名（男性：3人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0.0％
第５２回審議会 第２８回評価員会 開催日は未定

①春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理審議会
・任期：平成28年8月22日～令和3年8月21日
・構成人数：8名（男性：8人、女性：0人）
審議会委員選挙令和３年８月８日投開票
審議会日程は未定

⑤春日部市公共事業評価監視委員会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：5人（男性：4人、女性：1人）
・公募：なし

④春日部市地域公共交通活性化協議会
・任期：令和3年6月1日～令和5年5月31日
・構成人数：19人（男性：17人、女性：2人）

③春日部市景観審議会
・任期：令和3年10月1日～令和5年9月30日
・7月：公募委員募集予定
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６-（1）-②-４
市政に対する男女の市民参画の促進のた
審議会などへの市民 め、審議会などの委員任命に際し、公募制を
公募制の積極的導入 積極的に導入する。

Ｂ

-

-

-

-

-

-

①春日部市立小学校・中学校及び義務教育学校学区審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：13人（男性：12人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：7.7％
・公募：なし

②春日部市学校給食センター運営委員会
・任期：令和元年7月1日～令和3年6月30日
・構成人数：11人（男性：3人、女性：8人）
・女性委員の構成比率：72.7％
・公募：公募の規定なし

①春日部市いじめ問題対策連絡協議会
・任期：年度ごと
・構成人数：16人（男性：12人、女性：4人）
・女性委員の構成比率：12.5％
・公募：公募の規定なし

②春日部市いじめ問題対策調査委員会
・任期：2年
・構成人数：4人（男性：2人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：50.0％
・公募：公募の規定なし

③春日部市いじめ問題再調査委員会
該当案件がないため、未委嘱
・公募：公募の規定なし

④春日部市学校医等公務災害補償認定委員会
・任期：３年
該当案件がないため、未委嘱
・公募：公募の規定なし
⑤春日部市就学支援委員会
・任期：1年
・構成人数：47人（男性：22人、女性：25人）
・女性委員の構成比率：53.2％
・公募：公募の規定なし

学務課

学務課

指導課

指導課

指導課

指導課

指導課

（水）業務課

Ａ

-

-

水道事業運営審議会
任期：令和2年8月18日～令和4年8月17日
構成人数：12人（男：8人、女：4人）
令和２年度は30％以上を達成
※令和2年度は公募１名

①春日部市立医療センター運営委員会
・任期：令和2年1月27日～令和4年1月26日
（医）経営財務課 ・構成人数：14人（男性：13人、女性：１人）
・女性委員の構成比率：7.1％
・公募：公募の規定なし

（消）総務課

①春日部市消防賞じゅつ金等審査委員会
・任期：平成31年4月1日～令和3年3月31日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
・女性委員の構成比率：0.0％
・公募：公募の規定なし
消防業務による殉職等の個人情報を取り扱うとともに、専門的な知識、経験等
が必要なため、消防長、消防団長等を委員としているため、公募制の導入予定
はない。
なお、委員会の開催はなし。

令和2年度は任期中であるた
め公募を行わなかった。次回
公募の際は、定数を満たすよう
制度周知に努める。

一般公募委員が女性となり、構
成人数が11名から12名になっ
た。これにより女性比率が増加
し、30パーセント以上を達成し
たため課題の解消に至った。

消防業務による殉職等の個人
情報を取り扱うとともに、専門
的な知識、経験等が必要なた
め、消防長、消防団長等を委
員としているため、公募制の導
入予定はない。

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

⑤春日部市就学支援委員会
・任期：令和３年5月15日～令和４年5月14日
・構成人数：47人（男性：20人、女性：27人）
・公募：公募の規定なし

④春日部市学校医等公務災害補償認定委員会
・任期：３年
該当案件がないため、未委嘱
・公募：公募の規定なし

③春日部市いじめ問題再調査委員会
該当案件がないため、未委嘱
・公募：公募の規定なし

②春日部市いじめ問題対策調査委員会
・任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日
・構成人数：4人（男性：2人、女性：2人）
・公募：公募の規定なし

①春日部市いじめ問題対策連絡協議会
・任期：令和３年4月1日～令和４年3月31日
・構成人数：16人（男性：13人、女性：３人）
・公募：公募の規定なし

②春日部市学校給食センター運営委員会
・任期：令和3年7月1日～令和5年6月30日
・構成人数：11人(男性：4人、女性：7人）
・女性委員の構成比率：63.6％
・公募：公募の規定なし

①春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校学区審議会
・任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日
・構成人数：13人（男性：13人、女性：0人）
公募：2名

水道事業運営審議会
任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日（審議会延期により期間変更）
構成人数：12人（男：8人、女：4人）
※令和３年度は公募の実施なし

①春日部市立医療センター運営委員会
・任期：令和2年1月27日～令和4年1月26日
・構成人数：14人（男性：13人、女性：1人）
・公募：なし

①春日部市消防賞じゅつ金等審査委員会
・任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日
・構成人数：5人（男性：5人、女性：0人）
消防業務による殉職等の個人情報を取り扱うとともに、専門的な知識、経験等が
必要なため、消防長、消防団長等を委員としているため、公募制の導入予定はな
い。
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６-（1）-②-４
市政に対する男女の市民参画の促進のた
審議会などへの市民 め、審議会などの委員任命に際し、公募制を
公募制の積極的導入 積極的に導入する。

Ａ

-

-

②春日部市立図書館運営審議会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：7人（男性：2人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：71.4％
・公募：1人
③春日部市放課後子ども教室運営委員会
これまでの委員会の運営の実態を踏まえ、より一層の事業の充実及び円滑な
実施に向けた意見交換を図るため、委員の構成や任期の規定など所要の改
正した。
任期：令和2年6月15日～令和3年3月31日
構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）
改選後の女性比率30％以上を達成し、公募制は廃止した。
①春日部市文化財保護審議会
・任期：令和2年2月1日～令和4年1月31日
・構成人数：10人（男性：9人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：10％
・条例の規定により、公募なし

社会教育課

社会教育課

文化財保護課

②春日部市公民館防災対策事業検討会議

中央公民館

①春日部市明るい選挙推進協議会
・任期：2年
選挙管理委員会
・構成人数：18人（男性：16人、女性2人）
事務局
・女性委員の構成比率：11.1％
・公募：公募の規定なし

-

①春日部市公民館運営審議会
・任期：令和元年6月1日～令和3年5月31日
・構成人数：15人（男性：11人、女性：4人）
・女性委員の構成比率：26.7％
・公募：公募の規定なし

中央公民館

-

Ｄ

Ａ

①春日部市スポーツ推進審議会
・任期：令和2年5月22日～令和4年5月21日
スポーツ推進課 ・構成人数：8人（男性：7人、女性：1人）
・女性委員の構成比率：12.5％
・公募：1人（女性：1人）

文化財保護課

Ａ

Ａ

①春日部市社会教育委員会議
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：15人（男性：10人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：33.3％
・公募：2人

社会教育課

②春日部市史編さん委員会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：8人（男性：8人、女性：2人）
・女性委員の構成比率：20％
・公募：公募：1人
・公募委員の規定あり
・令和2年度の改選に際し、公募を実施し、1人を選任

-

⑥春日部市中学生社会体験チャレンジ事業推進委員会
・任期：1年
・構成人数：46人（男性：38人、女性：8人）
・女性委員の構成比率：17.4％
・公募：公募の規定なし

指導課

専門性の高い事業であること
から、公募制に関しては検討が
必要である。

他の防災対策会議により検討
が行われているため、廃止した

委員の構成や任期について見
直し、公募制を廃止した。

継続

終了

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

①春日部市明るい選挙推進協議会
・任期：２年（委員により異なる）
・構成人数：18人（男性：16人、女性：2人）
・公募：なし

①春日部市公民館運営審議会
・任期：令和3年6月1日～令和5年5月31日
・構成人数：15人（男性：11人、女性：4人）
・公募：公募の規定なし

①春日部市スポーツ推進審議会
・任期：令和2年5月22日～令和4年5月21日
・構成人数：8人（男性：7人、女性：1人）
・公募：1人（女性：1人）

②春日部市市史編さん委員会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：10人（男性：8人、女性：2人）
・公募：1人
・公募委員の規定あり
・令和2年度の改選に際し、公募を実施し、1人を選任

①春日部市文化財保護審議会
・任期：令和4年2月1日～令和6年1月31日
・構成人数：10人
・条例の規定により、公募なし

③春日部市放課後子ども教室運営委員会
・任期：令和3年6月～令和4年3月31日（予定）
・構成人数：12人（男性：7人、女性：5人）（予定）
・令和２年度に公募を廃止

②春日部市立図書館運営審議会
・任期：令和2年8月1日～令和4年7月31日
・構成人数：7人（男性：2人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：71.4％
・公募：1人

①春日部市社会教育委員会議
・任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日
・構成人数：15人（男性：10人、女性：5人）
・女性委員の構成比率：33.3％
・公募：2人

⑥春日部市中学生社会体験チャレンジ事業推進委員会→中止
・任期：１年
・構成人数：46人
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内

容

内

詳細内容

・生涯学習人材情報登録者の活用
人材情報登録者数：193人
・かすかべし出前講座市民講師編の実施
実施件数：3件

令和２年度実施結果

詳細内容

・生涯学習人材情報登録者の活用
人材情報登録者数：193人
・かすかべし出前講座市民講師編の実施
実施件数：3件

令和２年度実施結果

７-（１）-①-４
交流機会の充実

1,518件
178件
382件
98件
49件

市民参加推進課 「登録団体の集い」を開催し、団体の男女共同参画への意識の向上を図るた
男女共同参画社会形成推進のため、利用者
（男女共同参画推 め、男女共同参画に関する映画の上映会を企画したが、新型コロナウイルス
の交流を図る機会をつくる。
進センター）
感染拡大防止のため中止

７-（１）-①-３
市民参加推進課
男性の心と身体の健康や悩みの相談を実施
毎月第1日曜日に男性のための悩み相談を行った。
男性のための相談の
（男女共同参画推
する。
・男性のための相談 （第１日曜日） ： 12回
49件
充実
進センター）

：207回
： 52回
： 36回
： 12回
： 12回

男女共同参画推進センター（ハーモニー春日部）の意義・利用方法などについ
市民参加推進課 て館内及びホームページ（指定管理者作成・管理）に掲示した。
（男女共同参画推 また、身近な男女共同参画を考え、男女が共に考え担うべきことであることを
進センター）
学び、団体の男女共同参画への意識の向上を図るため、「登録団体の集い」
の開催を企画したが新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

担 当 課

社会教育課

市民参加推進課
新たに地域活動への参画を希望する市民に対し、登録団体の情報を提供し、
（男女共同参画推
参画するための支援を行った。（新規登録団体：13団体）
進センター）

社会教育課

市民参加推進課
新規登録なし
（男女共同参画推
事業等では1名を継続して活用した。
進センター）

担 当 課

・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
７-（１）-①-２
女性相談の窓口を設置し、固定的性別役割 市民参加推進課 ・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
女性のための相談の 分担など従来の慣行に起因する悩みなどを （男女共同参画推 ・女性のカウンセリング相談 （第１～第３土）
充実
解決し、自分らしく生きるための支援を行う。
進センター）
・女性のための法律相談 （第４土）
・男性のための相談 （第１日）

７-（１）-①-１
登録団体に向けて、男女共同参画推進セン
男女共同参画推進セ
ターの意義、利用方法などについての情報
ンターに関する情報提
提供を行う。
供

事 業 名

①男女共同参画推進センターの周知と活用

（１）男女共同参画推進拠点の機能充実

容

男女共にその能力・技術などを活用し、新た
に地域活動に参画するための支援を行う。

７．男女共同参画の推進体制の充実

６-（1）-③-２
人材の育成（再掲）

生涯学習推進のための講師や、女性リー
６-（1）-③-１
ダーなどさまざまな分野の人材の登録を行
人材の登録と活用（再
い、男女共同参画推進のための事業などに
掲）
活用する。

事 業 名

③女性の人材活用と育成に関する支援

Ｃ

Ａ

Ａ

Ｂ

進捗
状況

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

進捗
状況

コロナにより全面中止

コロナにより一部中止

課題

新規の人材登録者を募集する
必要がある、

課題

継続

継続

継続

継続

区 分

継続

継続

継続

継続

区 分

男女共同参画社会形成推進のため、利用者の交流を図る機会をつくる。
会（登録団体の集い） 年1回

男性の心と身体の健康や悩みの相談を実施する。
男性のための相談 毎月第1日曜日

各種相談事業を実施する。
・女性総合相談 （毎週 月・火・水・金）
・女性のからだ・母乳・育児相談 （毎週木）
・女性のカウンセリング相談 （第1～第3土）
・女性のための法律相談 （第4土）
・男性のための相談 （第1日）

講演

男女共同参画推進センター（ハーモニー春日部）の意義・利用方法などについて
館内及びホームページに掲示する。
また、講演会（登録団体の集い）を開催する。
講演会（登録団体の集い） 年1回

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

・生涯学習人材情報登録者の活用
・かすかべし出前講座（市民講師編）の実施

新たに地域活動への参画を希望する市民に対し、登録団体の情報を提供し、参
画するための支援を行う。

・生涯学習人材情報登録者の活用
・かすかべし出前講座（市民講師編）の実施

・講座などの事業に活用するため、男女共同参画人材リスト登録者を募集するな
どし、リストの再整備を行う。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定
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①計画推進機関の充実

容

担 当 課
詳細内容

令和２年度実施結果

内

容

市民参加推進課

市民参加推進課

７-（２）-②-３
施策全般について男女共同参画の視点か
男女共同参画配慮度
ら、配慮度の評価を行う。
評価の実施

市民参加推進課

担 当 課

７-（２）-②-２
基本計画（ハーモニープラン）に位置付けら
基本計画（ハーモニー
れた施策について、毎年度実施状況及び成
プラン）の進捗管理・
果を把握し、評価を行う。
評価

７-（２）-②-１
基本計画（ハーモニープラン）の内容を市民
基本計画（ハーモニー
に周知する。
プラン）の周知

事 業 名

②計画の進行管理・評価

施策全般について配慮度評価を行い、男女共同参画の推進に関する年次報
告書にまとめた。

基本計画に位置づけられた施策について成果を把握し、評価した結果を男女
共同参画の推進に関する年次報告書にまとめた。

第2次春日部市男女共同参画基本計画を市ホームページに掲載した。

詳細内容

令和２年度実施結果

Ａ

Ａ

Ａ

進捗
状況

Ａ

７-（2）-①-３
指定管理者による春 指定管理者による春日部市男女共同参画推
センターの設置目的及び事業計画に沿った男女共同参画推進センターの管理
日部市男女共同参画 進センターの管理・運営について、協議や監 市民参加推進課 運営を行っているか、月次報告、四半期継続監視等を通じて監視・指導を行っ
推進センターの管理・ 視・指導を行う。
た。
運営

進捗
状況

Ｃ

詳細内容

令和２年度実施結果

７-（２）-①-２
春日部市の男女共同参画を総合的、効果的
春日部市男女共同参
春日部市男女共同参画行政推進会議要綱第２条に掲げる審議事項が無かっ
に推進するために春日部市男女共同参画行 市民参加推進課
画行政推進会議の運
たため、会議の開催は無かった。
政推進会議を運営する。
営

担 当 課

Ａ

容

Ａ

進捗
状況

春日部市男女共同参画推進審議会を２回開催し、事業報告や事業計画等に
市民参加推進課 関することを審議した。
開催日：8月4日(火）、2月16日（火)

内

７-（２）-①-１
春日部市男女共同参画推進審議会を開催
春日部市男女共同参 し、基本計画その他男女共同参画に関する
画推進審議会の運営 ことを審議する。

事 業 名

内

男女共同参画社会形成のための調査研究
や働く女性の意識・実態調査など各種ニーズ 市民参加推進課
他機関が発行する情報誌などを収集し、情報ライブラリーで閲覧できるようにし
の調査を行い、男女共同参画意識を把握し （男女共同参画推
た。
ながら市の女性史発掘など情報ライブラリー
進センター）
の充実を図り、情報資料の提供を充実する。

（２）計画実施に向けた推進体制の整備

７-（１）-②-１
調査研究・情報提供
の充実

事 業 名

②男女共同参画に関する調査研究・情報提供の充実

課題

課題

課題

継続

継続

継続

区 分

継続

継続

継続

区 分

継続

区 分

施策全般において男女共同参画の視点から、配慮度評価を実施する。

基本計画に位置づけられた施策についての成果を把握し、評価を行う。

基本計画を市ホームページに掲載する。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

センターの設置目的及び事業計画に沿った男女共同参画推進センターの管理運
営を行っているか、月次報告、四半期継続監視等を通じて監視・指導を行う。

春日部市男女共同参画行政推進会議を開催し、男女共同参画に関する事項を
審議する。

春日部市男女共同参画推進審議会を開催し、基本計画その他男女共同参画に
関することを審議する。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

他機関などで発行している情報誌などを収集し、情報ライブラリーで閲覧できるよ
うにする。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定
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内

容
詳細内容

令和２年度実施結果

中央公民館

・中央公民館：陶芸窯利用者のつどい：中央公民館利用者協議会の実施
中央公民館の利用者並びに利用を検討しているサークルのメンバーを対象
に実施。令和3年1月23日（土）延期 ３月６日(土) 中止
・粕壁南公民館：利用者団体代表者会議：令和2年2月6日（土） コロナにより中
止
・幸松地区公民館：利用者のつどい：令和3年1月21日（木）新型コロナの影響で
中止
・豊春地区公民館：利用者のつどい：令和3年1月20日（水）中止
・豊春第二公民館：利用者のつどい：令和3年1月21日（木）中止
・内牧地区公民館：利用者のつどい 令和3年1月16日（土）中止
・武里地区公民館：公民館利用者会議：令和3年1月30日（土）、3月18日（木）コ
ロナにより中止
・武里東公民館：公民館利用者会議：令和3年1月30日（土）3月21日（日）コロナ
により中止
・武里大枝公民館：クラブ・サークル連絡会 令和3年1月23日（土）コロナにより
中止
・庄和地区公民館：利用者のつどい：実施 令和3年1月20日（水） 中止
・豊野地区公民館：公民館利用者のつどい：令和3年2月5日（金）コロナにより
中止

市民参加推進課 身近な男女共同参画を考え、男女が共に考え担うべきことであることを学び、
（男女共同参画推 団体の男女共同参画への意識の向上を図るため、「登録団体の集い」の開催
進センター）
を企画したが新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

担 当 課

内

容

担 当 課
詳細内容

令和２年度実施結果

女性管理職（課長級以上）の増加に向けて、
女性職員の昇任試験受験率向上を促進す
る。

人事課

担 当 課

７-（３）-②－２
女性管理職（課長級
以上）の積極的登用

容

人事課

内

７-（３）-②－１
積極的格差是正措置により、女性の管理職
女性管理職の育成支 試験受験者を増やすための情報の提供を行
援
う。

事 業 名

②女性職員の積極的登用

主幹昇任試験、主査選考を実施し、実施にあたり、積極的な受験について、庁
議報告により所属長からの呼びかけを依頼した。

下記の日程で庁内に周知し、昇任試験に関する情報提供を行った。
・昇任試験日の告知（令和2年11月16日）
・昇任選考実施の告知（令和2年11月16日）

詳細内容

令和２年度実施結果

７-（３）-①－１
男女共同参画社会形成への理解促進と計画
新規採用職員研修において、「男女共同参画社会の実現に向けて」と題し、講
男女共同参画への意 推進に向け、職員を対象に研修などを実施
市民参加推進課 義を行った。（10月）
識啓発
する。
講師：市民参加推進課職員

事 業 名

①男女共同参画に関する意識啓発

（３）市役所内における男女共同参画の推進

７-（２）-③-２
情報・相談・開催事業の充実と事例研究のた 市民参加推進課
県で開催される研修会などに参加し、情報交換を行った。
国・県などネットワーク め、国・県などとネットワーク化を図り、連携・ （男女共同参画推
研修：7回（のべ）、会議：0回
への参加
協力する。
進センター）

７-（２）-③-１
男女共同参画社会形成推進のため、各利用
市民・各種団体との連 者の集いで、市民や団体などの理解と協力
携・支援
を深める。

事 業 名

③市民及び関係機関などとの連携

Ａ

Ａ

進捗
状況

Ａ

進捗
状況

Ａ

Ｃ

Ｃ

進捗
状況

課題

課題

コロナにより全面中止

コロナにより全面中止

課題

継続

継続

区 分

継続

区 分

継続

継続

継続

区 分

主幹昇任試験、主査選考を実施し、実施にあたり、積極的な受験について、庁議
報告により所属長からの呼びかけを依頼する。

所属及び対象者へ昇任試験、昇任選考に関する情報提供を行う。
・昇任試験実施日、昇任選考実施の告知

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

職員を対象にした男女共同参画社会形成への理解と計画推進のため、研修会な
どの開催を検討する。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

情報・相談・開催事業の充実と事例研究のため、県などが開催する研修会などへ
参加する。

・中央公民館：陶芸窯利用者のつどい、中央公民館利用者協議会の実施
中央公民館の利用者並びに利用を検討しているサークルのメンバーを対象に
実施。
令和４年１月実施予定
・粕壁南公民館： 利用者団体代表者会議の開催
開催趣旨：利用団体との意見交換・相互交流、令和4年２月開催予定
・幸松地区公民館：利用者のつどい
公民館利用者と公民館の連絡及び利用者相互の交流の場。
人権問題研修会と同時実施予定。令和4年1月開催予定
・豊春地区公民館：利用者のつどいの開催
人権問題研修会及び自衛消防訓練を同様実施予定、令和4年1月実施予定
・豊春第二公民館：利用者のつどいの開催
人権問題研修会及び自衛消防訓練を同様実施予定、令和4年1月実施予定
・内牧地区公民館：利用者のつどい実施予定
・武里地区公民館：公民館利用者会議の開催
利用者と公民館との意見交換の場、利用者どうしの交流の場として開催
・武里東公民館：公民館利用者会議の開催
利用者と公民館との意見交換の場、利用者どうしの交流の場として開催
・武里大枝公民館：クラブ・サークル連絡会実施予定
・庄和地区公民館：公民館利用者と公民館の連絡および利用者相互の交流の場
とする。
「利用者のつどい」の開催、令和４年１月開催予定
・豊野地区公民館：公民館利用者のつどいの開催
公民館利用に関する意見交換や利用者同士の交流の場、令和4年1月下旬～2
月上旬開催予定

男女共同参画社会形成推進のため、各利用者の集いで、市民や団体などの理
解と協力を深める。
講演会（登録団体のつどい） 年1回

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定
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内

容

固定的な役割分担にとらわれず個人の能力
を生かすよう人事配置を行う。

人事課

令和２年度実施結果

次長級・課長級の職員を対象に、ハラスメントのリスクや、指導とハラスメントの
境界を明確にすることを目的とするハラスメント研修を実施した。
講師：弁護士 参加者：７２名

詳細内容

人事課

７-（３）-③－３
ワーク・ライフ・バラン
ス推進月間

ワーク・ライフ・バランス推進月間を実施し、
職場環境・働き方の見直しについての意識
付けを行い、時間外勤務の抑制を図る。

人事課

７-（３）-③－２
男性職員が育児休業を取得しやすくなるよ
男性市職員の育児休 う、制度の周知と職場の環境づくりの意識啓
業取得率の向上
発を図る。

（消）総務課

10月・11月にワーク・ライフ・バランス推進月間を実施した。実施後、アンケート
調査も実施した。一定の効果があったとの回答が55.6%あった。

・新規採用職員研修において、男女共同参画社会の実現に向けた取組を内容
とする研修を実施した。
講師：市民参加推進課男女共同参画担当 参加者：５２名

消防職員の服務規律に関して、定期的に検討、状況報告等が可能な機会を設
定し、ハラスメントの事前防止を図る。
・春日部市消防本部職員の服務規律に関する検討委員会 月１回実施
・春日部市消防本部消防職員女性連絡会 年２回→年1回実施
女性職員の職務遂行にあたって不便を感じる施設設備、給貸与品の意見等を
聞き、就業環境の改善を実施した。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

進捗
状況

Ａ

職員の意向を把握しつつ、個人の能力を生かすという観点を大事にした人事
配置を行った。

指導課

担 当 課

Ａ

女性消防吏員が、交代制勤務である消防隊等の業務を継続するため、女性仮
眠室に設置してあるスピーカーの切り替え機能を整備する。
春日部消防署武里分署の移転建替えに伴い、基本設計に女性専用の仮眠
室・シャワー室を明記し、1当直で2名勤務できる施設とする。

Ａ

（消）総務課

性別にとらわれず、各職員の能力と適性に配慮した人事異動を行った。

新規採用職員研修において、男女共同参画社会の実現を目指すため、セク
７-（３）-③－１
セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメ 市民参加推進課 シャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントの内容を含めて講義を行った。
セクシュアル・ハラスメ
ントなどを防止するため、研修などにより職
講師：市民参加推進課職員
ント、パワー・ハラスメ
員の注意を喚起する。
ントなどの防止

事 業 名

③働きやすい環境整備

７-（３）-②－３
人事異動による職域
拡大

人事課

効果を高めるため、引き続き実
施し、認知度を高めていく。

課題

業務を継続するため、既存庁
舎の整備・改修に努めている
が、限界に達している。また、
予算の確保についても厳しい
状況である。

継続

継続

継続

継続

継続

区 分

継続

継続

継続

１０月、１１月にワーク・ライフ・バランス推進月間を実施し、アンケート調査により、
効果検証を行う。

・新規採用職員研修において、男女共同参画社会の実現に向けた取組を内容と
する研修を実施する。

消防職員の服務規律に関して、定期的に検討、状況報告等が可能な機会を設定
し、ハラスメントの事前防止を図る。
・春日部市消防本部職員の服務規律に関する検討委員会 月１回
・春日部市消防本部消防職員女性連絡会 年２回

セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを防止するための情報を国
や県などから収集し、職員に情報提供することにより注意を喚起する。

次長級・課長級の職員を対象に、ハラスメントのリスクや、指導とハラスメントの境
界を明確にすることを目的とするハラスメント研修を実施する。

説 明 ・ 内 容

令和３年度実施予定

職員の意向を把握しつつ、個人の能力を生かすという観点を大事にした人事配
置を行う。

女性消防吏員が、交代制勤務である消防隊等の業務を継続するため、環境づく
りを推進する。
春日部消防署武里分署の移転建替えに伴う実施設計において、女性消防吏員
が当直する際の生活環境を整えた設備を反映させる。

性別にとらわれず各職員の能力と適性に配慮した人事異動を行う。

