
　平成23年度　東大阪　みらい　翔（はばたき）プラン　施策評価集計表

基本方針 1 男女共同参画に向けた意識形成

基本方向 1 男女平等・男女共同参画に関する意識啓発

基本施策 1 男女共同参画についての理解の推進

施策名 1 男女平等・男女共同参画推進のための広報・啓発活動の充実

施策の内容 1 自治会などと連携して、研修会やタウンミーティングを開催します

男女共同参画研修事業（出前講座） ★★ 人権文化部 男女共同参画課233

施策の内容 2 「男女共同参画週間」、「男女雇用機会均等月間」、「人権週間」など、あらゆる機会をとらえて男女共同参画に対する関心と理解を深めるための広報・啓発活動を実施します

男女共同参画に関する月間・週間における啓発事業 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課234

ヒューマンライツカレンダー ★★★ 人権文化部 人権室 人権啓発課222

労政ニュースの発行 ★ 経済部 労働雇用政策室341

施策の内容 3 市などの主催する講演会や社会教育、生涯学習のセミナーなど多様な機会を活用して広報・啓発を行います

男女共同参画センター講座 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課235

ヒューマンライツカレンダー ★★★ 人権文化部 人権室 人権啓発課219

まちづくりに関わる講演・講座等における広報・啓発 ★★ 協働のまちづくり部 NPO・市民活動支援課15

労政ニュースの発行 ★ 経済部 労働雇用政策室339

平成23年度民生委員児童委員研修会 ★★ 福祉部 生活福祉室97

就労支援講習会において、男女共同参画をめざす情報紙「HOW」を配布します。 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども家庭課365
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児童虐待防止事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課379

アクアセミナー ★★★ 上下水道局水道総務部 総務課105

人権研修 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室174

識字展 ★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課136

東大阪市国際識字デー・市民のつどいの開催 ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課135

ふみんねっと ★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課137

埋蔵文化財センター歴史講演会 未実施 教育委員会事務局社会教育部 文化財課150

施策の内容 4 市の発行物や提供するポスター・チラシについて性別による固定観念にとらわれない表現に努めます

防災マップやハザードマップ、その他啓発パンフレットの発行 ★★★ - 危機管理室315

市政だより発行業務 ★★ 市長公室 広報広聴室 広報課182

職員研修事業 ★★ 行政管理部 人材育成室198

男女共同参画啓発事業・男女共同参画センター講座 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課236

ポスター・チラシ等について ★★ 人権文化部 人権室 人権啓発課217

まちづくりに関わる講演・講座等におけるチラシ等の広報物の作成 ★★ 協働のまちづくり部 NPO・市民活動支援課10

国民健康保険被保険者に対する各種パンフレットの発行 ★★★ 市民生活部 医療保険室 保険管理課77

観光振興事業/東大阪市商店街・小売市場人材育成事業 ★★ 経済部 商業課333

労政ニュースの発行 ★ 経済部 労働雇用政策室336

リーフレット「ファームマイレージ運動」 ★★ 経済部 農政課358
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子育て支援相談事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子育て支援課369

保育士募集等の広報掲載およびポスター ★★ 子どもすこやか部 保育室 保育課388

救急医療パンフレットの発行 ★★ 健康部 保健所 地域健康企画課32

食品衛生普及啓発事業 ★★★ 健康部 保健所 食品衛生課63

薬健康教育用リーフレットの配布 ★★★ 健康部 保健所 環境薬務課65

健康増進事業（がん検診） ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課49

公害健康被害予防事業実施にかかるリーフレットの作成 ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課50

エイズ啓発グッズの配布 ★★ 健康部 保健所 健康づくり課48

上下水道広報紙「水さき案内」 ★★★ 上下水道局水道総務部 総務課103

いじめ防止対策推進事業 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室178

学校給食予定献立表の配布 ★★ 教育委員会事務局学校管理部 学校給食課122

生涯学習情報誌「まなびにトライ」の発行 ★★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課126

青少年育成推進事業（家庭教育の手引き書） ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 青少年スポーツ室142

図書館ホームページによる図書館情報の提供（図書館運営） ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 図書館総務室152

施策名 2 男女共同参画に関する情報収集と提供活動の推進

施策の内容 5 男女共同参画に関する市民意識・実態調査を定期的に実施します

男女共同参画に関する市民意識調査 未実施 人権文化部 男女共同参画課237

施策の内容 6 男女共同参画に関する国、大阪府などの他自治体、海外の情報、図書、資料の収集と、わかりやすく利用しやすい提供に努めます
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男女共同参画センター情報資料室整備・管理事業 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課238

施策の内容 7 男女別のデータ収集に努めます

職員のデータ収集 ★★★ - 危機管理室316

職員研修事業 ★★ 行政管理部 人材育成室197

男女共同参画に関する市民意識調査等 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課239

人権啓発事業のアンケート ★★ 人権文化部 人権室 人権啓発課218

まちづくりに関わる講演・講座等における参加者の男女比率のデータ収集 未実施 協働のまちづくり部 NPO・市民活動支援課11

セミナーの開催 ★ 市民生活部 消費生活センター75

特定健康診査 未実施 市民生活部 医療保険室 保険管理課78

就職面談会や人材育成塾を通じて、市内企業への雇用を促進 ★★ 経済部 労働雇用政策室337

エイズ等対策事業 ★★ 健康部 保健所 健康づくり課51

健康増進事業（がん検診） ★★ 健康部 保健所 健康づくり課52

公害健康被害予防事業 ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課53

男女別や年齢層別など基礎的なデータの整備 ★★★ 消防局総務部 人事教養課28

人権研修 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室179

教職員職員研修 ★★ 教育委員会事務局 教育センター162

学校基本調査 ★★ 教育委員会事務局学校管理部 学事課118

東大阪市国際識字デー・市民のつどいの開催 未実施 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課127
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ふみんねっと 未実施 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課128

公平委員会業務 ★★★ - 公平委員会事務局98

施策名 3 家庭における男女共同参画に向けた意識の醸成

施策の内容 8 保護者に対する男女共同参画に関する啓発活動を充実します

支援センター事業・子育て相談事業 ★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子育て支援課395

啓発冊子の配布・講演会の実施 ★ 教育委員会事務局 学校教育推進室416

基本方向 2 男女平等教育の推進

基本施策 2 保育・学校教育の中での男女平等意識の育成

施策名 4 学校・園運営における男女共同参画の推進

施策の内容 9 女性教職員の管理職登用や学校運営への積極的参画を進め、全ての教育活動・校務分掌を男女の教職員が平等に担う体制をつくります

教育活動・校務分掌における男女共同参画の確認 ★ 教育委員会事務局 学校教育推進室417

学校・園運営における男女共同参画の推進 ★★★ 教育委員会事務局学校管理部 教職員課406

施策名 5 保育や教育に携わる者の男女共同参画意識の高揚

施策の内容 10 教職員の男女平等教育主担者を中心に、男女平等教育を進めるための研修や情報交換、交流を行います

男女平等教育推進のための研修の実施 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室418

人権教育研修 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室173

教職員研修事業 ★★ 教育委員会事務局 教育センター164

施策の内容 11 子どもたち一人ひとりが性別にとらわれることなく、個性を育むことができるよう、保育士の研修や情報交換等を行います

保育士に対する講座研修 ★★★ 子どもすこやか部 保育室 保育課385
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施策名 6 学校教育における男女平等意識の育成

施策の内容 12 男女平等教育を推進するための教科書や副読本を採用します

各学校での男女平等教育の推進 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室435

施策の内容 13 教育相談において、男女平等、人権尊重の視点に立った援助、助言を行います

教育相談・発達相談事業 ★★ 教育委員会事務局 教育センター165

基本施策 3 人権尊重に基づく性教育の推進

施策名 7 自他の性を尊重する性教育の推進

施策の内容 14 子どもたちが正しい知識を持ち、互いの性を理解するための啓発をするとともに、性に関する悩みも含めた多様な悩みを相談しやすい環境づくりに取り組みます

副読本や指導教材の作成・指導者の養成・環境づくり ★ 教育委員会事務局 学校教育推進室419

施策名 8 教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止の取り組みの推進

施策の内容 15 教職員に対して幼児・児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止のための研修を充実します

幼児、児童、生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止のための研修と啓発資料を配布する事
業

★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室420

人権研修 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室172

教職員研修事業 ★★ 教育委員会事務局 教育センター166

教職員に対して幼児・児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止のための研修を充実す
る事業

未実施 教育委員会事務局学校管理部 教職員課407

施策の内容 16 スクール・セクシュアル・ハラスメント相談窓口の充実を図ります

相談窓口の設置及び相談機能の充実 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室421

人権啓発 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室171

教育相談・発達相談事業 ★★ 教育委員会事務局 教育センター167
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スクール・セクシュアル・ハラスメント相談窓口の充実を図る事業 未実施 教育委員会事務局学校管理部 教職員課408

施策の内容 17 子どもの人権意識の醸成とエンパワメント支援を進めます

親子支援プログラム事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課378

各学校での男女平等教育の推進 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室436

基本施策 4 幼児期から取り組むキャリア教育の実施

施策名 9 性別にとらわれない自立意識、職業意識の育成

施策の内容 18 将来の職業生活についてイメージできるよう、職業体験学習の推進を図ります

職業体験の推進 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室422

施策の内容 19 性別による固定的な考え方にとらわれない進路指導について教職員に対する研修を実施します

教職員研修の実施 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室423

教職員研修事業 ★★ 教育委員会事務局 教育センター168

施策の内容 20 近隣の大学と連携し、女子中・高生が進路の幅を広げるための学習機会を提供します

インターンシップ生の受け入れ ★★★ 人権文化部 男女共同参画課240

基本方向 3 女性のチャレンジ支援と男女共同参画を推進する多様な学習機会の提供

基本施策 5 女性のチャレンジ支援

施策名 10 女性のエンパワメント支援

施策の内容 21 女性が発言し行動するための知識や力が身につく実践的な講座を提供します

男女共同参画センター講座 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課241

施策の内容 22 セミナーやイベントの企画・運営などの実践的な活動を通して、経験の蓄積と女性のネットワークを支援します

男女共同参画センター講座 ★★ 人権文化部 男女共同参画課242
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施策名 11 女性のチャレンジに関する情報提供と講座の開催

施策の内容 23 働く、学ぶ、交流するなど、さまざまなチャレンジに関する情報を収集するとともに、多様な媒体を通じて情報提供をします

男女共同参画センター情報資料室整備・管理業務 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課243

施策の内容 24 科学分野など従来女性が少なかった分野で活躍する女性の好事例を紹介するなど、女性のチャレンジ意識の高揚を促します

啓発紙の発行や男女共同参画センター講座等 ★ 人権文化部 男女共同参画課244

施策の内容 25 働く女性のための講座や、再就職を希望する女性のための講座などを開催します

男女共同参画センター講座 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課245

働く女性のための講座や、再就職を希望する女性のための講座などを開催します 未実施 経済部 労働雇用政策室437

基本施策 6 男女共同参画社会に向けた学習機会の充実

施策名 12 さまざまな立場で影響力のある人を対象にした学習機会の充実

施策の内容 26 さまざまな相談に関わる人が学習する機会を充実します

男女共同参画研修事業（出前講座） ★★ 人権文化部 男女共同参画課246

施策の内容 27 地域団体や関係団体の代表者などに対して男女共同参画に関する研修を行います

男女共同参画研修事業（出前講座） ★★ 人権文化部 男女共同参画課247

施策の内容 28 生涯学習の講座を企画・運営する担当者が男女共同参画の視点を持てるよう、研修を行います

男女共同参画啓発業務 ★★ 人権文化部 男女共同参画課248

施策の内容 29 市民の学習意欲の多様化、高度化に対応できるよう、男女共同参画センター・イコーラムを中心に、地域の拠点施設のネットワーク化を図り、情報交換や共催事業を行います

男女共同参画センター講座やイベント等 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課249

市民の学習意欲の多様化、高度化に対応できるための情報交換や共催事業 未実施 協働のまちづくり部 地域コミュニティ支援室397

東大阪市民講座 ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育センター157
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施策名 13 多様なライフスタイルを考慮した学習機会の提供

施策の内容 30 子育て中の男女や若者、働く人などが参加しやすいように講座に一時保育を実施し、開催日時・場所、方法などを工夫します

職員研修事業 ★ 行政管理部 人材育成室200

男女共同参画センター一時保育事業 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課250

ヒューマンライツカレンダー ★★ 人権文化部 人権室 人権啓発課220

まちづくりコーディネーター育成事業 ★★★ 協働のまちづくり部 NPO・市民活動支援課16

くらしの情報セミナー ★★ 市民生活部 消費生活センター74

平成23年度民生委員児童委員研修会 ★★ 福祉部 生活福祉室92

就業支援講習会における一時保育の実施 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども家庭課366

児童虐待防止事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課380

若年期の肥満予防対策事業 ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課47

アクアセミナー ★★★ 上下水道局水道総務部 総務課106

東大阪市人権教育研究集会 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室175

保護者・市民を対象とした教育研修会での一時保育の実施 ★★★ 教育委員会事務局 教育センター169

識字展 ★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課139

ふみんねっと ★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課140

東大阪市国際識字デー・市民のつどいの開催 ★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課138

青少年健全育成強調月間（くすのきフォーラム） ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 青少年スポーツ室146
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郷土博物館・鴻池新田会所・埋蔵文化財センター・旧河澄家で開催される体験学習・イベント・各
展示

未実施 教育委員会事務局社会教育部 文化財課151

各種行事の開催（図書館運営） 未実施 教育委員会事務局社会教育部 図書館総務室154

教養講座 ★★ 教育委員会事務局社会教育部 青少年女性センター160

基本方針 2 男女が共に活躍できる環境づくり

基本方向 4 政策・方針決定過程の場への女性の参画拡大

基本施策 7 審議会などへの女性の登用推進

施策名 14 庁内各課への働きかけの強化

施策の内容 31 女性委員が“０”の審議会などを解消し、女性委員が40％の比率を占めるよう、選考基準の見直しを行い改選の際に女性を登用するよう努めます

防災会議委員 ★★ - 危機管理室317

国民保護協議会委員（幹事会） ★★ - 危機管理室319

国民保護協議会 ★★ - 危機管理室318

ラグビーワールドカップ誘致委員会 ★★★ - ラグビーワールドカップ誘致室1

東大阪市ウェブサイト運用管理システム選定委員会 ★ 市長公室 広報広聴室 広報課328

東大阪市個人情報保護審議会 ★★ 市長公室 広報広聴室 市政情報相談課 110

東大阪市資産公開等審査会 ★★ 市長公室 広報広聴室 市政情報相談課 113

東大阪市情報公開審査会 ★★ 市長公室 広報広聴室 市政情報相談課 112

東大阪市個人情報保護審査会 ★★ 市長公室 広報広聴室 市政情報相談課 111

非常勤職員公務災害補償等認定審査会 ★ 行政管理部 職員課231
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非常勤職員公務災害補償等認定委員会 ★ 行政管理部 職員課232

東大阪市職員倫理委員会 ★★★ 行政管理部 人材育成室 人事課109

東大阪市不動産評価審議会 ★★ 財務部 管財室184

東大阪市市有地有効活用検討委員会 ★★ 財務部 管財室183

外国籍住民施策懇話会 ★ 人権文化部 文化国際課209

文化芸術審議会 ★★★ 人権文化部 文化国際課208

男女共同参画センター事業推進委員会 ★★ 人権文化部 男女共同参画課252

男女共同参画審議会 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課251

長瀬人権文化センター運営委員会の設置 ★★ 人権文化部 長瀬人権文化センター226

荒本人権文化センター運営委員会 ★★ 人権文化部 荒本人権文化センター228

東大阪市民会議プランニングチーム ★★★ 協働のまちづくり部 地域コミュニティ支援室9

地域まちづくり活動助成事業 ★★★ 協働のまちづくり部 NPO・市民活動支援課12

交通災害共済事業・火災共済事業 ★ 市民生活部 市民総務室72

東大阪市国民健康保険運営協議会 ★★ 市民生活部 医療保険室 保険管理課79

固定資産評価審査委員会 ★ 税務部 税制課7

東大阪市中小企業振興対策協議会 ★ 経済部 経済総務課330

東大阪市モノづくり表彰審査委員会 ★ 経済部 モノづくり支援室394

東大阪製品化促進事業補助事業審査委員会 ★★ 経済部 モノづくり支援室393
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東大阪市産業技術支援センター企画運営委員会 ★ 経済部 モノづくり支援室392

地域密着型支援事業・元気グループ推進事業・地域資源活用・広域集客型支援事業 ★★ 経済部 商業課334

東大阪市優良従業員・事業所表彰審査委員会 ★ 経済部 労働雇用政策室338

東大阪市社会福祉審議会（開催） ★ 福祉部 福祉企画課115

東大阪市社会福祉審議会開催 ★ 福祉部 福祉企画課90

東大阪市民生委員児童委員推薦会 ★ 福祉部 生活福祉室96

東大阪市障害者程度区分認定審査会 ★ 福祉部 障害者支援室107

東大阪市自立支援協議会 ★ 福祉部 障害者支援室108

東大阪市立老人保健施設運営委員会（事業） ★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課194

東大阪市第6次高齢者保健福祉計画・東大阪市第5期介護保険事業計画策定事業 ★★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課192

東大阪市介護保険サービス苦情相談部会 ★★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課191

東大阪市地域包括支援センター運営等協議会 ★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課190

東大阪市介護保険不正防止・検証・制度円滑推進協議会（事業） ★★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課189

東大阪市老人ホーム入所判定委員会 ★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課188

東大阪市介護認定審査会 ★★★ 福祉部 高齢介護室 介護認定課114

民間保育所設立法人選考委員会の選考委員 ★★★ 子どもすこやか部 保育室 保育課389

東大阪市保健所運営協議会 ★ 健康部 保健所 地域健康企画課33

動物由来感染症予防体制整備事業（厚生労働省補助事業） ★★ 健康部 保健所 食品衛生課64
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小児慢性特定疾患治療研究事業（小児慢性特定疾患対策委員） ★ 健康部 保健所 健康づくり課54

東大阪市小児ぜん息等医療費助成制度 ★ 健康部 保健所 健康づくり課60

東大阪市感染症の診査に関する協議会 ★ 健康部 保健所 健康づくり課55

東大阪市予防接種健康被害調査委員会 ★ 健康部 保健所 健康づくり課56

東大阪市民健康づくり推進協議会 ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課57

東大阪市公害診療報酬審査委員会 ★ 健康部 保健所 健康づくり課59

東大阪市公害健康被害認定診査会 ★ 健康部 保健所 健康づくり課58

廃自動車等認定委員会 ★ 環境部 環境企画課3

東大阪市環境審議会 ★★★ 環境部 環境企画課2

東大阪市市民ごみ減量推進委員会 ★★ 環境部 循環社会推進課186

東大阪市公共事業評価委員会 ★★★ 建設局 建設企画総務室66

東大阪市都市計画審議会 ★ 建設局都市整備部 都市整備庶務課67

東大阪市都市計画マスタープラン見直し検討委員会 ★ 建設局都市整備部 都市づくり課 　68

東大阪市屋外広告物審議会 ★ 建設局都市整備部 都市づくり課 　14

東大阪市建築審査会 ★ 建設局建築部 建築指導室 建築審査課69

東大阪市開発審査会 ★★ 建設局建築部 建築指導室 開発指導課70

東大阪市建築物紛争調整委員会 ★★ 建設局建築部 建築指導室 開発指導課185

東大阪市ホテル等建築審議会 ★★★ 建設局建築部 建築指導室 指導監察課71
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審議会等への女性職員の登用 ★ 消防局総務部 人事教養課29

東大阪市就学支援委員会 ★★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室196

東大阪市義務教育諸学校教科用図書選定委員会 ★ 教育委員会事務局 学校教育推進室195

教育委員会 未実施 教育委員会事務局教育総務部 総務課329

東大阪市奨学生選考委員会 ★ 教育委員会事務局学校管理部 学事課117

東大阪市就学援助認定審査委員会 ★★ 教育委員会事務局学校管理部 学事課116

東大阪市学校結核対策委員会 ★★★ 教育委員会事務局学校管理部 教職員課120

中学校給食検討委員会 ★★★ 教育委員会事務局学校管理部 学校給食課123

東大阪市社会教育委員の会議 ★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課129

東大阪市立市民会館運営審議会 ★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課131

東大阪市生涯学習市民推進会議 ★★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課130

保健体育施設管理運営経費（体育館運営審議会） ★★ 教育委員会事務局社会教育部 青少年スポーツ室143

東大阪市文化財保護審議会 ★★ 教育委員会事務局社会教育部 文化財課147

東大阪市立長瀬青少年センター運営委員会 ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 長瀬青少年センター155

東大阪市立長瀬青少年運動広場運営委員会 ★ 教育委員会事務局社会教育部 長瀬青少年センター156

東大阪市立荒本青少年運動広場運営委員会 ★ 教育委員会事務局社会教育部 荒本青少年センター230

公民館運営審議会（公民館等施設管理費） ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育センター158

東大阪市選挙管理委員会 未実施 - 選挙管理委員会事務局81
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監査委員 ★ - 監査委員事務局6

農業委員会 ★ - 農業委員会事務局101

東大阪市議会情報公開審査会 ★★ 議会事務局 庶務課5

施策の内容 32 地域やさまざまな分野で活躍する女性が参画しやすいように公募委員を増やします

避難所配備職員・緊急被害状況調査員・災害時要援護者調査員 ★★★ - 危機管理室320

文化芸術審議会 ★★ 人権文化部 文化国際課210

男女共同参画センター事業推進委員会 ★★ 人権文化部 男女共同参画課254

男女共同参画審議会 ★★ 人権文化部 男女共同参画課253

地域まちづくり活動助成事業 未実施 協働のまちづくり部 NPO・市民活動支援課13

東大阪市国民健康保険運営協議会 ★ 市民生活部 医療保険室 保険管理課80

東大阪市民健康づくり推進協議会 ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課61

東大阪市環境審議会 ★★★ 環境部 環境企画課4

東大阪市市民ごみ減量推進委員会 ★★ 環境部 循環社会推進課187

女性消防団員による広報活動等の実施 ★★ 消防局総務部 総務課31

生涯学習市民推進会議 ★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課132

青少年指導員活動経費（東大阪市青少年指導員協議会）青少年関係団体補助金委託料（東大
阪少年補導員協会）※抜粋　スポーツ推進委員経費（東大阪市スポーツ推進委員）

★★★ 教育委員会事務局社会教育部 青少年スポーツ室144

東大阪市文化財保護審議会 未実施 教育委員会事務局社会教育部 文化財課148

施策名 15 女性リーダーの育成
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施策の内容 33 地域活動などのリーダーとしての役割を担う女性の人材を養成する機会を設けます

男女共同参画センター講座（地域女性リーダー養成講座「翔塾」） ★★ 人権文化部 男女共同参画課255

基本施策 8 事業所などへの女性の参画促進

施策名 16 女性の登用に関する社会的機運の醸成

施策の内容 34 民間企業や団体に向けて、積極的改善措置（ポジティブ・アクション）について情報提供や研修会の実施などを通して周知するとともに、女性の登用や人材活用が進むよう働きかけます

民間企業や団体向けの啓発冊子掲載 ★★ 人権文化部 男女共同参画課256

基本施策 9 市の女性職員の登用促進

施策名 17 女性職員の計画的登用の推進

施策の内容 35 女性管理職比率の目標数値を設定し、計画的に登用の促進を図ります

女性職員の管理職への登用 ★★ 行政管理部 人材育成室 人事課206

施策の内容 36 市立学校園の管理職選考への女性の受験促進を図ります　

市立学校園の管理職選考への女性の受験促進 ★★★ 教育委員会事務局学校管理部 教職員課119

施策の内容 37 職場や職種などにおいて男女の比率が大きく偏らないような配置、職域拡大を進めます

職場や職種などにおいて男女の比率が大きく偏らないような、配置・職域拡大を進める ★★ 行政管理部 人材育成室 人事課205

施策の内容 38 女性職員の自己啓発やキャリア形成を支援するために、助言・支援の仕組みをつくります

職員研修事業 ★★ 行政管理部 人材育成室203

市人材育成業務 未実施 人権文化部 男女共同参画課257

基本方向 5 就労の場における男女平等の確保

基本施策 10 就労の場での男女の均等な機会と待遇の確保

施策名 18 労働に関する法律・制度の周知徹底
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施策の内容 39 職場における男女平等を図るため、改正男女雇用機会均等法や労働基準法、育児・介護休業法等の情報提供や啓発を行います

男女平等を目的とする関係法令の情報提供 ★ 経済部 労働雇用政策室342

施策名 19 労働相談の充実

施策の内容 40 男女共同参画センター・イコーラムの労働相談を充実します

男女共同参画センター相談事業 ★★ 人権文化部 男女共同参画課258

施策名 20 雇用や就業の実態・意識の把握

施策の内容 41 事業所実態調査などを通じ、性別、就労状況や労働意識などについての実態把握に努め、課題解決への取り組みを進めます　

事業所実態調査などを通じ、性別、就労状況や労働意欲などについての実態把握に努め、課題
解決への取り組みを進める事業

未実施 経済部 労働雇用政策室438

施策名 21 職場における健康維持・増進と母性保護の充実

施策の内容 42 メンタルヘルスに関する相談やカウンセリングの充実を図るなど、職場での健康管理の重要性について働きかけます

東大阪市働く人のメンタルヘルス事業 ★★ 経済部 労働雇用政策室343

施策の内容 43 男女雇用機会均等法など、母性保護に関する法律・制度の遵守を働きかけ、働く女性の妊娠・出産に対して一貫した健康管理と健康支援をします

男女共同参画センター相談業務 ★★ 人権文化部 男女共同参画課259

男女平等を目的とする関係法令の情報提供 ★ 経済部 労働雇用政策室344

母子保健事業 ★★ 健康部 保健所 健康づくり課34

施策名 22 セクシュアル・ハラスメント防止対策の働きかけ

施策の内容 44 セクシュアル・ハラスメントは人権侵害であるという認識を深めるため、啓発、学習活動を行います

職員研修事業 ★★ 行政管理部 人材育成室202

人材育成室への講師紹介・男女共同参画センター講座・男女共同参画研修事業（出前講座） ★ 人権文化部 男女共同参画課260
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人権啓発ビデオ・DVDの貸し出し ★★ 経済部 労働雇用政策室345

施策の内容 45 セクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口の情報を積極的に提供します

セクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口の情報提供 ★ 経済部 労働雇用政策室346

施策名 23 自営業における働きやすい環境づくり

施策の内容 46 商工会議所等と連携を図りながら、国等の支援策についての情報提供や相談などを行うとともに、起業支援や女性起業家のネットワーク支援を通して、女性の活躍機会の拡大を図ります

希来里ファミリーまつり ★★ 人権文化部 男女共同参画課261

東大阪商工会議所で実施する創造塾運営事業・経営者塾研修事業に補助金を交付 ★★ 経済部 モノづくり支援室331

東大阪市商店街・小売市場人材育成事業 ★ 経済部 商業課335

施策の内容 47 自営業などに従事する女性の労働条件の向上をめざし、啓発を行います

希来里ファミリーまつり ★★ 人権文化部 男女共同参画課262

情報提供事業（モノづくり支援室） ★★ 経済部 モノづくり支援室332

自営業などに従事する女性の労働条件の向上をめざし、啓発する事業 未実施 経済部 商業課411

基本施策 11 事業所の積極的な取り組みへの支援

施策名 24 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の取り組みの促進

施策の内容 48 事業所に対して女性の積極的な採用や管理職への登用、女性の職域拡大などを推進することの意義について働きかけます

事業所に対して女性の積極的な採用や管理職への登用、女性の職域拡大などを推進することの
意義について働きかける事業

未実施 経済部 労働雇用政策室439

施策の内容 49 事業所が行う研修に対し、講師の紹介や啓発ビデオなど機材の貸し出しを実施します

人権啓発ビデオ・DVDの貸し出し ★★ 経済部 労働雇用政策室347

施策名 25 さまざまな補助金制度に関する情報提供の充実
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施策の内容 50 雇用の安定を図るために、試行雇用（トライアル雇用）奨励金やキャリア形成促進助成金などの雇用対策に関する情報を積極的に提供します

試行運用（トライアル雇用）奨励金やキャリア形成促進助成金などの情報提供 ★★★ 経済部 労働雇用政策室348

基本方向 6 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現支援

基本施策 12 男女が共に働きやすい職場環境づくりへの支援

施策名 26 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）という考え方の浸透

施策の内容 51 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の重要性について市民や事業所に広報・啓発します

市政だより啓発記事（市政だより） ★★ 人権文化部 男女共同参画課263

企業啓発冊子「企業はいま…」の発行・配布 ★★★ 経済部 労働雇用政策室349

施策の内容 52 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に取り組む事業者を顕彰します

仕事と生活の調和（ワークライフ・バランス）に取り組む事業者の顕彰 未実施 人権文化部 男女共同参画課264

東大阪市優良社会貢献事業所表彰 ★ 経済部 労働雇用政策室350

基本施策 13 仕事と子育て・介護との両立支援

施策名 27 育児・介護休業制度の周知・啓発

施策の内容 53 育児・介護休業制度を取得しやすい環境づくりのための制度の周知・啓発に努めます

男性職員も育児休業制度を取得しやすい環境づくりのための制度の周知・啓発 ★ 行政管理部 人材育成室 人事課204

啓発記事掲載（市政だより） ★★ 人権文化部 男女共同参画課265

育児・介護休業制度についての周知 ★ 経済部 労働雇用政策室351

施策名 28 次世代育成支援行動計画の推進

施策の内容 54 仕事と家庭生活の両立に向けて「東大阪市次世代育成支援行動計画」を推進します
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東大阪市次世代育成支援行動計画の推進 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども家庭課359

施策名 29 子育て支援の充実

施策の内容 55 民間保育所の整備により、待機児童の解消を図ります

特別保育の実施 ★★ 子どもすこやか部 保育室 保育課386

施策の内容 56 留守家庭児童育成事業を充実します

留守家庭児童育成事業 ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 青少年スポーツ室141

施策の内容 57 ファミリーサポートセンター事業を充実します

ファミリーサポートセンター事業 ★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子育て支援課368

施策名 30 事業主への次世代育成支援に関する働きかけの充実

施策の内容 58 次世代育成支援対策推進法の周知と、中小企業における「一般事業主行動計画」策定に向けての情報提供に努めます

啓発記事掲載（市政だより） ★★ 人権文化部 男女共同参画課266

「一般事業主行動計画」の周知 ★ 経済部 労働雇用政策室440

施策の内容 59 「東大阪市特定事業主行動計画」を推進します

特定事業主行動計画の推進 ★★ 行政管理部 職員課207

施策名 31 家族介護の支援

施策の内容 60 介護保険サービスの周知と利用促進に努め、高齢者を介護する家族への支援を行います

家族介護教室の開催・介護者リフレッシュ事業・家族介護慰労金支給事業・介護用品支給事業 ★★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課82

基本方向 7 家庭生活や地域活動への男女共同参画の促進

基本施策 14 男性の家事・育児・介護への参加の促進

20/38 ページ



施策名 32 男性向けの学習機会の提供

施策の内容 61 男性向けに家事・育児・介護に関する講座やセミナーを実施します

男女共同参画センター講座「男性のための講座」の開催 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課267

母子保健事業・介護予防事業 ★ 健康部 保健所 健康づくり課35

施策の内容 62 男性が、家事・育児・介護に参画する重要性を広め、理解を促すための啓発資料を作成します

男女共同参画啓発事業 ★★ 人権文化部 男女共同参画課268

施策名 33 男性のネットワークづくり支援

施策の内容 63 学校行事などを、保護者が参加しやすい時間や内容で行い、ＰＴＡ活動への男女共同参画を促進します　

PTA活動への男女共同参画を促進 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室424

施策の内容 64 男性の地域への参加・参画を促進するため、男性のネットワークづくりを支援します

男女共同参画センター講座「男性のための講座」の開催 ★ 人権文化部 男女共同参画課269

基本施策 15 安心・安全の分野への男女共同参画の推進

施策名 34 男女が共同で行う防災・災害復興の取り組み促進

施策の内容 65 男女双方の視点に配慮した防災・災害復興を進めるため、男女共同参画の視点に立って「地域防災計画」を遂行します

「地域防災計画」の推進 ★ - 危機管理室322

施策の内容 66 男女共同参画の視点に立った防災や危機管理の各種対応マニュアル等の作成を促進します　

各種対応マニュアルの作成・修正 未実施 - 危機管理室323

男女共同参画の視点に立った防災・危機管理マニュアル作成の促進 未実施 人権文化部 男女共同参画課270

施策の内容 67 男女共同参画の視点を持って防災・災害復興を行うために、政策・方針決定過程への女性の参画を促進します

災害対策本部会議・災害支援対策本部会議 ★ - 危機管理室324
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施策名 35 地域の消防・防災・防犯力の向上

施策の内容 68 平時から地域、家庭、職場等で主体的に防災への取り組みを行うよう促し、防災意識の高揚を図ります

自助・共助の強化 ★★★ - 危機管理室325

施策の内容 69 地域の自主防災に男女で取り組めるよう支援します

自主防災訓練 ★★ - 危機管理室326

基本施策 16 主体的にまちづくりを進めている市民、団体への支援

施策名 36 地域社会での男女共同参加・参画の促進

施策の内容 70 地域における男女共同参画を進めるリーダーである男女共同参画地域推進員への研修を実施します

男女共同参画研修事業（出前講座） ★★ 人権文化部 男女共同参画課271

施策の内容 71 自治会などが地域における男女共同参画について主体的に取り組めるよう支援します

男女共同参画研修事業（出前講座） ★★ 人権文化部 男女共同参画課272

施策名 37 さまざまな市民活動への支援

施策の内容 72 男女が共に主体的に地域での活動を展開できるように支援するとともに、市民活動団体や事業所、大学などとの協働を積極的に進めます

地域まちづくり活動助成事業 ★ 協働のまちづくり部 NPO・市民活動支援課17

施策名 38 男女共同参画を進めるネットワークづくりの推進

施策の内容 73 男女共同参画センター・イコーラムを核として、各地域の施設との連携を図り、男女共同参画の推進を図ります

各地域施設との連携 ★ 人権文化部 男女共同参画課273

施策の内容 74 男女共同参画の視点で活動するグループの支援とともに、相互の交流とネットワークづくりを進めます

イコーラム登録団体数の増加・ネットワークづくり ★★★ 人権文化部 男女共同参画課274
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基本方針 3 男女が共に自立し、安心して暮らせる生活支援

基本方向 8 生涯にわたる心と体の健康づくり

基本施策 17 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ概念の普及・啓発推進

施策名 39 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ概念の浸透

施策の内容 75 妊娠・出産に関する女性の自己決定権の尊重や、ライフスタイルの多様性への理解を深めます

男女共同参画センター講座 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課275

思春期保健対策事業 ★★ 健康部 保健所 健康づくり課36

施策の内容 76 リプロダクティブ・ヘルス／ライツの考え方に基づき、女性が自分の身体に関して自己決定権を持っていることを認識し行使できるような性教育、啓発を行います

男女共同参画センター講座 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課276

思春期保健対策事業 ★★ 健康部 保健所 健康づくり課400

副読本や指導教材の作成・指導者の養成・環境づくり ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室425

施策の内容 77 セクシュアル・マイノリティの人々への偏見をなくし、性に関する自己決定権が人権として尊重されるよう啓発します

男女共同参画啓発事業 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課277

市民人権講座 ★★★ 人権文化部 人権室 人権啓発課221

副読本や指導教材の作成・指導者の養成・環境づくり ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室426

基本施策 18 生涯を通じた健康保持・増進支援

施策名 40 ライフサイクルに対応した健康づくりの推進

施策の内容 78 若い世代に向けて、思春期の過剰なダイエット、摂食障害、飲酒・喫煙による健康への影響について、情報や学習機会の提供を充実します

思春期保健対策事業 ★★ 健康部 保健所 健康づくり課401
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若い世代に向けた健康づくり推進事業・食育に関する事業 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室427

施策の内容 79 摂食障害、望まない妊娠、更年期障害などに対処するため女性自身が自分の体と心をよく知ることができるよう学習機会を提供します

思春期保健対策事業 ★★ 健康部 保健所 健康づくり課37

知識の普及や情報提供 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室428

施策の内容 80 健康診査やガン検診などを身近な医療機関で受診できるよう充実します。また、子育て中の女性が健康診査を受けられるよう受診機会の充実に努めます

健康増進事業（がん検診事業） ★★ 健康部 保健所 健康づくり課38

施策の内容 81 市立総合病院の女性専用相談窓口の周知を図るなど、女性特有の症状に関して、女性が相談・受診しやすい環境づくりに取り組みます

女性相談窓口の開設 ★★★ 総合病院事務局 医事課22

施策名 41 心と体の健康に関する啓発活動の充実

施策の内容 82 健康・母性保護などの観点から、公的施設や働く場などでの禁煙・分煙を推進します

避難所での喫煙場所の確保 未実施 - 危機管理室321

市民美術センター業務 ★★ 人権文化部 文化国際課211

男女共同参画センター管理業務 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課278

長瀬人権文化センター禁煙について ★★★ 人権文化部 長瀬人権文化センター227

荒本人権文化センター禁煙について ★★ 人権文化部 荒本人権文化センター229

リージョンセンター管理業務 ★★★ 協働のまちづくり部 市民協働室8

館内禁煙の実施 ★★★ 市民生活部 消費生活センター76

地域子育て支援センター事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子育て支援課370

公立保育所全園での禁煙 ★★★ 子どもすこやか部 保育室 保育課390
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禁煙・受動喫煙防止の啓発 ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課62

庁舎の分煙 ★★ 上下水道局水道総務部 総務課104

敷地内禁煙の実施 ★★★ 総合病院事務局 総務課20

敷地内禁煙の実施 ★★★ 総合病院事務局 医事課21

禁煙・分煙の推進 ★★★ 消防局総務部 人事教養課30

受動喫煙防止 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室180

教職員研修事業 ★★★ 教育委員会事務局 教育センター163

学校園に、敷地内全面禁煙を実施 ★★★ 教育委員会事務局学校管理部 教職員課121

市立学校園内の敷地内全面禁煙 ★★★ 教育委員会事務局学校管理部 学校給食課124

市民会館管理運営 ★★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課133

文化会館管理運営 ★★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課134

保健体育施設管理運営経費 ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 青少年スポーツ室145

文化財4施設（郷土博物館・鴻池新田会所・埋蔵文化財センター・旧河澄家）管理運営 ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 文化財課149

ポスター掲示による啓発活動（図書館運営） ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 図書館総務室153

社会教育センター・各公民（分）館（分室含）施設内における禁煙・分煙の取り組み ★★★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育センター159

施策の内容 83 ＨＩＶ／エイズや性感染症、避妊に関する正しい知識をもって予防できるよう啓発・普及に努めます

エイズ等対策事業 ★★ 健康部 保健所 健康づくり課402

HIV/エイズや性感染症などに関する正しい知識を普及・啓発する教育の実施 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室429
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施策の内容 84 女性の心と体の悩みについて支援するため、相談体制を充実します　

健康相談 ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課39

思春期のこどもが心と体の悩みについて相談できる環境づくり ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室430

基本施策 19 妊娠出産等に関する母子の健康支援

施策名 42 母子保健サービスの充実

施策の内容 85 女性が安心して妊娠・出産の時期を過ごし、母子の健康が確保されるよう周知するとともに、妊娠期の女性やその配偶者を対象とした出産・子育てのための講座を開催します

母子保健事業 ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課40

施策の内容 86 妊娠・出産に関する情報提供や健康診査、保健指導などの充実を図ります

母子保健事業 ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課41

施策の内容 87 乳幼児健診の必要性を周知し、受診率の向上に努めます。また、受診しない親子へのフォローを充実します

母子保健事業 ★★ 健康部 保健所 健康づくり課42

施策の内容 88 健診において固定的な性別役割分担意識に基づいた助言や指導内容によって、母親の不安やストレスの増大を招かないよう取り組みます

母子保健事業 ★★ 健康部 保健所 健康づくり課43

施策の内容 89 医師会等と連携して地域におけるきめ細かな小児医療体制の確保を進めるとともに、小児救急医療体制については、地域医療機関や近隣市立病院と連携しながら充実に努めます

小児救急広域運営事業・小児二次救急医療支援事業 ★★★ 健康部 保健所 地域健康企画課399

小児医療体制の充実 ★★★ 総合病院事務局 医事課23

施策の内容 90 不妊に悩む人への相談、情報提供を行います

男女共同参画センター相談業務 ★★ 人権文化部 男女共同参画課279

平成24年度より「不妊に悩む方への特定治療支援事業」（特定不妊治療費助成事業） ★★ 健康部 保健所 健康づくり課44

基本方向 9 高齢者や障害者（児）への自立支援
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基本施策 20 高齢者の社会参加の促進と生活支援

施策名 43 高齢者の自立と生きがい事業および社会参加機会の充実

施策の内容 91 高齢者が積極的に社会参画できるようさまざまな学習機会を充実します

男女共同参画センター講座 ★★ 人権文化部 男女共同参画課280

シニア地域活動実践塾事業 ★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課84

施策の内容 92 高齢者の豊かな知識や経験、技能を活用してボランティアとして活躍できるよう、市民活動団体などと連携し、市民活動への参加・参画を推進します

リージョンセンター公民協働事業 ★ 協働のまちづくり部 NPO・市民活動支援課18

市民活動情報サイト「スクラムはーと」 ★ 協働のまちづくり部 NPO・市民活動支援課19

ボランティアリーダー養成講座 ★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課83

施策名 44 高齢者の能力開発や再雇用のための施策の充実

施策の内容 93 高齢者の経済的自立のための就労支援や働く場の確保に向けて、関係機関との連携に努めます

パソコン講座の開催 ★★ 経済部 労働雇用政策室352

施策の内容 94 シルバー人材センターなどと協力し、高齢者の就労機会の拡充に努めます

シルバー人材派遣センターの活用の促進 ★★ 経済部 労働雇用政策室353

基本施策 21 男女それぞれに必要な福祉サービスの充実と介護者への支援

施策名 45 介護保険制度の充実と福祉サービスの充実

施策の内容 95 男女共同参画の視点に立って「東大阪市第5次高齢者保健福祉計画・東大阪市第4期介護保険事業計画」を推進します

東大阪市第6次高齢者保健福祉計画・東大阪市第5期介護保険事業計画策定事業 ★★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課193

施策の内容 96 介護が必要になった高齢者が住み慣れた家庭・地域で住み続けられるよう、在宅保健医療福祉サービスの充実を図ります

地域包括支援センターの設置 ★★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課85
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施策名 46 介護者支援施策の充実

施策の内容 97 家族介護者の健康管理を支援し、介護負担を軽減するための健康教室、家族介護教室、リフレッシュ事業などを実施します

家族介護教室の開催・介護者リフレッシュ事業・家族介護慰労金支給事業・介護用品支給事業 ★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課86

施策の内容 98 高齢者虐待未然防止のためのネットワーク機能を高めます

高齢者虐待防止ネットワーク事業 ★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課87

高齢者虐待に関する連携会議・家庭訪問事業 ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課403

基本施策 22 高齢者や障害者（児）が安心して暮らせる支援の充実

施策名 47 障害のある女性の経済的自立の支援

施策の内容 99 関係機関との連携を図り、職業能力開発訓練や相談の実施、就労情報の提供など、総合的な就労支援に努めます

関係機関との連携した総合的な就労支援 ★★★ 経済部 労働雇用政策室354

施策の内容 100 障害者が就労しやすい職場環境の整備に向けた企業の取り組みを促進します

東大阪市優良社会貢献事業所表彰 ★ 経済部 労働雇用政策室355

ジョブライフサポーター派遣事業 ★★★ 福祉部 障害者支援室412

施策名 48 成年後見制度の普及

施策の内容 101 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するため、成年後見制度についての普及啓発に努めます

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するため、
成年後見制度についての普及啓発に努める事業

未実施 福祉部 福祉企画課404

成年後見制度利用支援事業 ★★ 福祉部 障害者支援室413

成年後見制度利用申立て事業 ★★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課88

施策名 49 地域での見守り
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施策の内容 102 地域が協力して高齢者や障害者（児）を守る機運を高め、地域における多様な生活ニーズへの的確な対応を図るうえで、個人が主体的に関わり、支え合う、地域における「新たな支え合
い」（共助）の領域の拡大と強化を図ります

小地域ネットワーク活動推進事業 ★★★ 福祉部 福祉企画課91

障害児・者等相談支援事業 ★★★ 福祉部 障害者支援室414

高齢者地域ケア会議の開催 ★★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課89

施策の内容 103 民生委員･児童委員などを対象にした男女平等・男女共同参画の研修を行います

男女共同参画研修事業（出前講座） ★★★ 人権文化部 男女共同参画課281

民生委員・児童委員などを対象にした男女平等・男女共同参画の研修を行う事業 未実施 福祉部 福祉企画課405

平成23年度民生委員児童委員研修会 ★★ 福祉部 生活福祉室94

基本方向 10 多様な家族形態への理解の促進

基本施策 23 ひとり親家庭への支援

施策名 50 ひとり親家庭への生活支援の充実

施策の内容 104 「東大阪市ひとり親家庭自立促進計画」を推進します

東大阪ひとり親家庭自立促進計画の推進 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども家庭課360

施策の内容 105 必要なときに適切なサービスが受けられるよう、生活支援や子育て支援、就業支援などの各制度に関する情報や相談窓口について、多様な媒体を通じて周知を図ります

ひとり親家庭への情報提供 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども家庭課361

施策の内容 106 男女共同参画の視点に立ったアドバイスができるよう、母子自立支援員や就労支援センターの担当者など相談に携わる関係者に研修を行います

就労支援センター担当者の男女共同参画に関する研修の推進 ★ 経済部 労働雇用政策室441

母子自立支援員の研修への参加 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども家庭課362

施策の内容 107 ひとり親家庭の当事者グループの育成を支援します
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ひとり親家庭の交流の支援 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども家庭課363

施策名 51 経済的自立への支援

施策の内容 108 ひとり親家庭の母親を対象にキャリア支援を含めたパソコンや簿記など就労につながる講座や助成制度の周知を図り、就労までの支援を充実します

ひとり親家庭を対象にした講座や助成制度の周知及び就労支援の充実 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども家庭課364

施策の内容 109 ひとり親家庭の母親などが就労の機会を広げられるよう、事業所に対して雇入れを促進するための制度の情報提供をします

ひとり親家庭の母親などの雇入れを促進する制度の周知 ★ 経済部 労働雇用政策室356

基本施策 24 多様な家族形態への理解の促進

施策名 52 多様化する個人や家族の尊重

施策の内容 110 家族の形が多様化している現実を踏まえ、未婚の母や婚外子、セクシュアル・マイノリティなどの人々に対する偏見をなくす啓発を進めます

男女共同参画啓発事業 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課282

基本方向 11 多様な文化への理解と交流の推進

基本施策 25 地域社会における多文化共生の推進

施策名 53 地域社会における多文化共生の推進

施策の内容 111 身近な地域で外国籍住民やその子どもたちと相互理解を深められるように、情報提供や交流の場、学習機会の提供、充実を図ります

国際情報プラザ事業 ★★★ 人権文化部 文化国際課212

施策名 54 外国籍の女性やその子どもへの生活支援の充実

施策の内容 112 日本語指導が必要な外国籍の女性やその子どもへの日本語学習の支援を実施します

日本語教室開催業務委託事業 ★★★ 人権文化部 文化国際課213

学校園教育支援協力者の配置 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室431
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よみかき教室 ★★ 教育委員会事務局社会教育部 社会教育課125

施策の内容 113 災害時緊急情報の提供などを含めて、生活をしていく上で必要な情報を多言語で発信します

多言語による情報提供 ★★ - 危機管理室327

市ウェブサイト管理運営業務 ★★ 市長公室 広報広聴室 広報課181

国際情報プラザ事業 ★★★ 人権文化部 文化国際課214

施策の内容 114 男女共同参画センター・イコーラムをはじめとした相談機関の情報提供や、多言語による相談窓口を充実します

国際情報プラザ事業 ★★★ 人権文化部 文化国際課215

男女共同参画センター相談事業 ★★ 人権文化部 男女共同参画課283

基本方針 4 あらゆる暴力の根絶

基本方向 12 ドメスティック・バイオレンス（DV）防止対策の促進

基本施策 26 DV防止にかかる推進体制の充実

施策名 55 相談体制の充実・強化

施策の内容 115 被害者が各機関で何度も同じことを語らなくてすむよう「聞きとり（相談）シート」の一元化を図ります

東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会 ★ 人権文化部 男女共同参画課284

施策の内容 116 「ＤＶ相談対応マニュアル」を作成します

東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課285

施策名 56 関係機関との連携強化

施策の内容 117 予防から被害者の自立支援までの総合的な支援を充実するために、「東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会議」の機能を強化します

東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課286
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「東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会議」内での情報の共有化をはかる ★★ 市民生活部 市民総務室 市民課 73

「東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会議」への出席 ★★★ 総合病院事務局 医事課24

施策名 57 相談窓口の充実

施策の内容 118 相談の質の向上をめざして、相談員等を対象にした専門的な研修を行います

男女共同参画センター指定管理者管理運営業務・男女共同参画啓発業務 ★★ 人権文化部 男女共同参画課287

母子自立支援員の研修への参加 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども家庭課367

子育て支援相談事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課381

施策の内容 119 男女共同参画センター・イコーラムの相談を充実します

男女共同参画センター相談業務 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課288

施策の内容 120 その他の相談窓口においてＤＶが推測される場合に適切な対応ができるよう、配偶者暴力相談支援センターと連携を強化します

東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会 ★★ 人権文化部 男女共同参画課289

基本施策 27 発見・通報体制の整備

施策名 58 早期発見のための通報体制の整備

施策の内容 121 配偶者からの暴力に関する相談窓口などを記載したＤＶ相談窓口一覧カードを作成します

DV相談カードの作成・配架 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課290

施策の内容 122 地域において福祉活動に取り組んでいる民生委員・児童委員や、人権相談を行っている人権擁護委員との連携を強化します

男女共同参画研修事業（出前講座） ★★★ 人権文化部 男女共同参画課291

平成23年度民生委員児童委員研修会 ★★ 福祉部 生活福祉室93

児童虐待防止事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課371
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施策の内容 123 医師その他の医療関係者等と連携しながら、ＤＶ防止法に定められた発見、通報の規定について周知に努めます

東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会 ★ 人権文化部 男女共同参画課292

基本施策 28 被害者の安全確保の徹底

施策名 59 被害者の安全確保の徹底

施策の内容 124 保護命令申立て手続きに関する情報提供をします

保護命令申し立て制度についての周知 未実施 人権文化部 男女共同参画課293

施策の内容 125 場所の秘匿を徹底し、一時保護にあたっての適切な保護をします

男女共同参画センター相談業務 ★★ 人権文化部 男女共同参画課294

施策の内容 126 警察や学校園、保育所、子ども家庭センターなど各種関係機関との連携を強化します

東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会 ★★ 人権文化部 男女共同参画課295

児童虐待防止事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課382

DV会議等 ★★ 子どもすこやか部 保育室 保育課391

「東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会議」への出席 ★★★ 総合病院事務局 医事課25

子ども安全確保 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室176

施策の内容 127 民間シェルター等への助成を検討するなど、民間団体との連携・協力体制を強化します

民間シェルター等支援事業補助金 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課296

基本施策 29 被害者の自立支援と生活再建の支援

施策名 60 生活基盤を整えるための支援

施策の内容 128 ハローワークなどと連携し、就労支援を行います　

ハローワークなどと連携した就労支援 ★★★ 経済部 労働雇用政策室357
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施策の内容 129 男女共同参画センターや医療機関、警察、市民団体などのさまざまな機関が連携し、中長期にわたる継続的な被害者支援を実施する仕組みをつくります

東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会 ★ 人権文化部 男女共同参画課297

ドメスティック・バイオレンス対策連絡会議での関係機関との調整 ★★ 消防局警防部 警備課27

施策名 61 同伴する子どもへの支援

施策の内容 130 子どもへの支援について適切な情報提供をします

東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会 ★ 人権文化部 男女共同参画課298

児童虐待防止事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課372

施策の内容 131 保育所・幼稚園・学校が安心・安全な場所となるよう、情報の保護や対応の整備を進めます

東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会 ★ 人権文化部 男女共同参画課299

保育所への優先入所の実施 ★★ 子どもすこやか部 保育室 保育課387

不登校対策担当者連絡協議会 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室432

施策名 62 高齢者・障害者への支援

施策の内容 132 高齢者や障害者の相談に携わる機関に対し、ＤＶに関する認知を促すとともに、ＤＶ相談機関等に関する情報の提供をします

障害者虐待防止事業 未実施 福祉部 障害者支援室415

高齢者虐待防止ネットワーク事業 ★★★ 福祉部 高齢介護室 高齢介護課410

高齢者虐待に関する連携会議・家庭訪問事業 ★★★ 健康部 保健所 健康づくり課45

施策名 63 外国籍住民への支援

施策の内容 133 国際交流団体と連携しながら、多言語でＤＶに関する情報提供をするためのリーフレットを作成します

DVに関するリーフレットの多言語での提供 ★★ 人権文化部 文化国際課216
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DV被害防止にかかるリーフレット ★★ 人権文化部 男女共同参画課300

基本施策 30 教育・啓発の推進

施策名 64 市民に対する啓発の推進

施策の内容 134 ＤＶ防止関連の事業を実施するなど、市民への啓発を進めます

男女共同参画センター講座・男女共同参画研修事業（出前講座）・市政だより啓発記事 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課301

施策の内容 135 女性に対する暴力に関する図書・資料を充実します

男女共同参画センター情報資料室業務 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課302

施策の内容 136 民生委員・児童委員など地域で活動するリーダーに対する啓発活動を進め、地域での早期発見につなげます

男女共同参画研修事業（出前講座） ★★★ 人権文化部 男女共同参画課303

平成23年度民生委員児童委員研修会 ★★ 福祉部 生活福祉室95

施策名 65 医療・福祉関係者などへの啓発の徹底

施策の内容 137 ＤＶに関する知識やＤＶ被害者への対応、被害者のプライバシーへの配慮などについてのマニュアルを作成し、配布します

東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課304

施策名 66 デートＤＶ防止に関する取り組みの強化

施策の内容 138 学校と関係機関の連携のもと、学校での啓発活動を進めます

男女共同参画センター講座・男女共同参画研修事業（出前講座） ★★ 人権文化部 男女共同参画課305

「にんしんSOS」啓発カードの配布 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室433

人権啓発 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室170

施策の内容 139 教職員を対象にしたデートＤＶに関する研修を実施します
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男女共生 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室396

教職員研修事業 未実施 教育委員会事務局 教育センター398

施策の内容 140 中学生・高校生・大学生を対象にした啓発リーフレットを作成します

若者向けDV被害防止にかかるリーフレット 未実施 人権文化部 男女共同参画課306

基本方向 13 暴力を許さない社会づくり

基本施策 31 女性に対する暴力に関する理解の促進

施策名 67 女性の人権に対する理解の促進

施策の内容 141 各種人権啓発活動に「女性の人権」を位置づけ、啓発を行います

男女共同参画啓発業務 ★★ 人権文化部 男女共同参画課307

ヒューマンライツカレンダー ★★★ 人権文化部 人権室 人権啓発課223

施策の内容 142 女性に対する人権侵害を許さないという社会的機運を醸成するために、広報・啓発活動を充実します

男女共同参画啓発業務・市政だより啓発記事・情報紙「HOW」の発行 ★★ 人権文化部 男女共同参画課308

人権尊重のまちづくり強化月間事業 ★★ 人権文化部 人権室 人権啓発課224

施策の内容 143 女性の人権尊重を推進する立場にある市職員や教職員などへの研修を充実します

職員研修事業 ★★ 行政管理部 人材育成室201

教職員研修事業 未実施 教育委員会事務局 教育センター409

施策名 68 女性の人権を守る法律・制度の周知徹底

施策の内容 144 ストーカー規制法やＤＶ防止法など女性の人権を守る法律について周知・啓発に努めます

男女共同参画センター講座・男女共同参画研修事業（出前講座） ★★ 人権文化部 男女共同参画課309
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基本施策 32 子どもの人権に対する理解の促進

施策名 69 子どもへの暴力防止対策の整備・強化

施策の内容 145 子どもへの暴力に関する情報を収集し、児童虐待防止法などの啓発や講座の充実を図ります

児童虐待防止事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課373

児童虐待予防支援事業 ★★ 健康部 保健所 健康づくり課46

施策の内容 146 子どもへの暴力を防止するための地域システムづくりを検討します

児童虐待発生予防システム構築事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課374

施策の内容 147 要保護児童対策地域協議会を中心に、関係機関の連携を深めます

児童虐待防止事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課375

施策の内容 148 「東大阪市子どもを虐待から守る条例」を周知し、子どもを虐待から守り、子どもの健やかな成長と発達を保障していきます

児童虐待防止事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課376

施策名 70 「児童の権利に関する条約」の周知徹底

施策の内容 149 基本的人権に基づいた「児童の権利に関する条約」のもつ理念を把握し、子どもの人権を保障することを目的に、啓発冊子の作成や市民講座などを実施します

ヒューマンライツカレンダー ★★★ 人権文化部 人権室 人権啓発課225

児童虐待防止事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課377

児童の権利条約を踏まえた生徒指導方針の策定 ★★ 教育委員会事務局 学校教育推進室434

基本施策 33 人権侵害に苦しむ女性などへの総合的支援

施策名 71 女性のための相談事業の充実

施策の内容 150 男女共同参画に関わる相談の充実を図ります

男女共同参画センター相談業務 ★★ 人権文化部 男女共同参画課310
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施策の内容 151 各種相談事業の相談員による情報交換等により課題の整理を実施し、問題解決に向けたネットワークづくりに努めます

研修等の機会の情報提供 ★★ 人権文化部 男女共同参画課311

児童虐待防止事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課383

「東大阪市ドメスティック・バイオレンス対策連絡会議」への出席 ★★★ 総合病院事務局 医事課26

苦情相談業務について ★★★ - 公平委員会事務局99

施策名 72 相談事業に関わる人材の資質向上

施策の内容 152 各種相談事業における相談員は男女に偏りのないよう配慮します

男女共同参画センター相談業務 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課312

就職困難者に対する就労相談・支援 ★★ 経済部 労働雇用政策室340

子育て支援相談事業 ★★★ 子どもすこやか部 子ども家庭室子ども見守り課384

教育相談・発達相談事業 ★★★ 教育委員会事務局 教育センター161

苦情相談業務について ★★★ - 公平委員会事務局100

施策の内容 153 担当者や相談員がその言動によって、被害者を傷つけないよう関係者に対する研修を実施します

男女共同参画センター指定管理者管理運営業務・男女共同参画啓発業務 ★★ 人権文化部 男女共同参画課313

施策名 73 暴力防止のための学習機会の提供

施策の内容 154 女性への暴力防止のために、あらゆる機会をとらえて学習機会を提供します

職員研修事業 ★★ 行政管理部 人材育成室199

男女共同参画センター講座・男女共同参画研修事業（出前講座）・市政だより啓発記事 ★★★ 人権文化部 男女共同参画課314

人権研修 ★★ 教育委員会事務局 人権教育室177
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