基本目標
１

具体的目標
（１）

人権を尊重した 男女共同参画社
男女共同参画意 会づくりに関する
識の確立
意識啓発の推進

施策の方向
①
男女共同参画社
会づくりに関する
意識の啓発活動
の推進

№

具体的施策

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

具体的施策の詳細

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

担当課

1

上田市男女共同参 広く市民の関心と理解を高めるための啓発を行 ・市民フェスティバルや講演会、出前講座の際、条例・計画の ・市民フェスティバルや講演会、出前講座の際、条
画推進条例の啓発 います。
パンフなどを配布。
例のパンフなどを配布。

人権男女共同参画課

2

啓発のための講
広く市民の関心と理解を高めるために、講座・講 ・講座・講演会の実施
座・イベント等の開 演会・映画会・フェスティバル・フォーラムなどを開 【人権男女共同参画課】
催
催します。
・4/19 男女共同参画講演会「安心して老いを迎えられるまち
づくり」講師：井益雄さん(42人)
・7/6 市民フェスティバル 事業者表彰団体紹介・講演会「戦
争ができる国への轍」講師：丸山貢一さん(574人)
・8/2 子どもを虐待から守るためにできること「僕が走って訴
えたかったこと～子どもを安心して育てられる社会を目指して
～」講演・パネルディスカッション 講師：甲斐英幸さん (18人)
・3月上小地区国際女性デー記念集会(110人)

人権男女共同参画課
丸子地域自治センター
市民サービス課
真田地域自治センター
市民サービス課
武石地域自治センター
市民サービス課
生涯学習課

3

社会制度・慣行の
見直し

4

各種情報媒体の活 広報うえだ等の情報紙や各種メディアを通じて、
用による啓発
啓発活動を行います。また、各課でパンフレット・
リーフレット類を制作する際や、ホームページ、行
政チャンネル等で情報提供をする際には、男女平
等の視点を取り入れます。

【人権男女共同参画課】
・広報情報課等と協議
・7月 行政チャンネルで市民フェスティバル及び男女共同参
画推進事業者表彰受賞者紹介
・広報うえだ等を通じて啓発活動を実施予定
・「たけとんぼ」の発行（武石コミュニケーション’21）
・男女平等の視点を入れたチラシ作り

5

情報の収集及び提 男女共同参画に関する各種資料、情報の収集、
供
提供を行い、啓発資料の作成・配布を行います。

・各種通知またはホームページ等で随時情報収集及び関係 ・国・県等の各種通知又はインターネット等で随時情 人権男女共同参画課
団体へ情報の提供
報収集及び関係団体へ情報の提供について実施
予定

【人権男女共同参画課】
・6/27市民フェスティバル 事業者表彰団体紹介・講
演会「ひととの出会い こころのふれあい」講師 サ
ヘル・ローズさん
・8/8さんかく講座「まぜこぜカフェ 戦争と平和を語
る」
・9/5コミュニケーターサロン「北欧ってどんなとこ
ろ？ルーマニア編」
・11/12さんかく講座「地域のたからものを発見！地
域密着型スーパーの取り組み」 講師 尾崎和雄さ
ん
・3月上小地区国際女性デー記念集会
【丸子地域自治センター】
【丸子地域自治センター】
・7/14 男女共同参画推進講座「障がいの当事者として出来 ・9/18丸子男女共同参画映画会開催「風に立つライ
ること～障がい者の未来に自立と夢を～」講師 井出今日我 オン」
さん（37人）
・10/20まるこシルキーフォーラム2015開催「 未 定
・9/26 丸子男女共同参画映画会開催「そして父になる」（705 」 講師 漫画家 段 丹映子さん
人）
・10/21 まるこシルキーフォーラム2014開催「だれがやるそれ 【真田地域自治センター】
はみんなでひとのせいにしない 」講師 山浦 悦子さん（27 ・4/23男女共同参画講演会「介護保険と高齢者のた
人）
めのサービス」講師：小川正洋さん13人
【真田地域自治センター】
【武石地域自治センター】
・11/7 男女共同参画講演会「真田氏と長谷寺」
・男女共同参画講演会 未定
講師 宮下俊哉さん（27人）
【武石地域自治センター】
・11/15 男女共同参画講座「笑いヨガ」講師 鷲巣志保さん
【生涯学習課】
【生涯学習課】
・6/4 企業人権 定期総会、講演「企業における人権」～職場 ・6/4企業人権 定期総会、講演「ボク、学習障害と
のダイバーシティーと人権～講師 長野県人権啓発センター 生きてます」～気づきから、理解へ～ 講師：明蓬館
宮島範雄さん（70人）
高等学校共育コーディネーター南雲明彦さん
・10/9 人権を考える市民のつどい、講演「違いを認めて人生 ・10/1人権を考える市民のつどい、講演「一緒に生
を豊かにする方程式」講師 数学者・大道芸人ピーター・フラ きて行きましょう」～私の出逢った人たち～ 講師：
ンクルさん（1000人）
作家・僧侶 家田荘子さん
・2/18 企業人権教育研修会、講演会「人権侵害を防ぐ相互 ・2/20-21 うえだ人権フェスティバルでパネル展
理解・相互尊重」～職場に活かすベストコミュニケーション～ 示、講演会を実施予定
講師コミュニケーションアドバイザー瀬川文子さん（130人）
・2/21-22 うえだ人権フェスティバルでパネル展示、講演会
「わらい上手は生き方上手」～男の気持ち、女の気持ち～講
師 すわこ八福神さん（100人）

男女共同参画に関する社会制度・慣行等の見直 未実施
しや調査・研究の充実を図ります

・10月に男女共同参画に関する市民意識調査を実 人権男女共同参画課
施
【人権男女共同参画課】
広報情報課
・広報情報課等と協議
人権男女共同参画課
・8月 行政チャンネルで男女共同参画推進事業者 全課
表彰受賞者紹介
・広報うえだ等を通じて啓発活動を実施予定
・「たけとんぼ」の発行（武石コミュニケーション’21）
・男女平等の視点を入れたチラシ作り

基本目標
１

具体的目標
（１）

人権を尊重した 男女共同参画社
男女共同参画意 会づくりに関する
識の確立
意識啓発の推進

施策の方向
①
男女共同参画社
会づくりに関する
意識の啓発活動
の推進

№

具体的施策

具体的施策の詳細

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

男女共同参画社会をめざす「出前ときめきのまち ・4/4 長野計器㈱（16人）
講座」の充実を図ります。
・11/20 高齢者学園（56人）

6

出前講座の充実

7

市職員の研修機会 男女共同参画の視点を持ち、職務を遂行する職 【人材開発課】
【人材開発課】
の充実
員を育成するための研修を実施します
・12/21女性リーダー養成研修会 講師 原加賀子さん（27人） ・4/16新規採用職員研修会
・女性リーダー養成研修会
【人権男女共同参画課】
・4/16 市新入職員研修会（27人）
・1/28市職員研修会(35人)

②

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）
出前講座随時実施予定

担当課
人権男女共同参画課
人材開発課
人権男女共同参画課

【人権男女共同参画課】
・1月職員研修会

8

男女共同参画コミュ 男女共同参画コミュニケーター制度を整備・充実 ・6人委嘱(25～26年度 男2人、女4人）
ニケーター制度の させ市民と行政とのパイプ役及び地域のリーダー
整備・充実
としての活動を促進します。

・10人委嘱(26～27年度 男3人、女7人）

9

男女共同参画推進 男女共同参画社会づくりに向けて活動する団
団体との連携
体・グループ等との連携による啓発に努めます。

・Uネット加入団体等と共催で講座開催や市民フェス 人権男女共同参画課
ティバル、懇談会などを中心に連携実施
・11/12男女共同参画講演会「地域のたからものを
発見！地域密着型スーパーの取り組み」講師尾崎
和雄さん 女と男うえだ市民の会と共催
・3月上小地区国際女性デー記念集会 国際女性
デー実行委員会との共催

10

庁内体制の整備

啓発推進体制の
整備

・Uネット加入団体等と共催で講座を開催したり市民フェスティ
バル、懇談会などを中心に連携実施
・講座・講演会等の実施
11/23 男女共同参画講演会「女性弁護士と語るおしゃべりカ
フェ」講師 小池さやかさん 女と男うえだ市民の会との共催
（26人）
2/2 さんかく講座「信州うえだ医療センターの現状について」
講師 森哲夫さん 女と男うえだ市民の会との共催(27人)
・3/8 上小地区国際女性デー記念集会 国際女性デー実行
委員会との共催(110人)

総合的、計画的に施策を推進するため、男女共 ・委員は34人
同参画庁内推進会議を開催します。
・計画の実施状況の報告など随時連携実施

人権男女共同参画課

・委員は34人
・計画の実施状況の報告など随時連携予定

人権男女共同参画課
人権男女共同参画課

（２）

③

11

・出前講座随時実施予定

男女共同参画の
意識を高め多様な
選択を可能にする
教育及び学習の
充実

家庭における男
女共同参画の意
識を高める教育・
学習の充実

男女共同参画の視 家庭における家事・子育て・介護等の固定的性 ・出前講座で実施
点に立った家庭教 別役割分担意識を解消するための啓発や学習機 4/4 長野計器㈱（16人）
育の推進
会の提供をします。
11/20 高齢者学園（56人）
・小学校5,6年生向け啓発しおりの配布（3,500枚）

12

子育て・育児に関す 共同参画の視点に立った子育てについての講 【子育て・子育ち支援課】
る家庭教育の学習 座を開設し、家庭教育の推進を図ります。また、自 ・｢父親の育児参加支援講座｣を全4回開催(子育て家族応援
機会の充実
治会青少年育成懇談会等を通じ家庭教育への理 事業実行委員会の事業として）
解と向上を図るための啓発を推進します。

【子育て・子育ち支援課】
子育て・子育ち支援課
・｢父親の育児参加支援講座｣を6回程度開催予定 公民館
「パパカレッジ」開催予定(子育て家族応援事業実行
委員会の事業として）

【城南公民館】
・城南公民館 親子すくすく広場を実施
・人権同和教育懇談会・青少年育成懇談会を実施
【中央公民館】
・家庭教育セミナー
・親子ふれあい広場、あかちゃん広場
・子育て家庭通信を年間を通じて送付 総発送数11,538通
・人権同和教育懇談会・青少年育成懇談会を実施
・子育て支援の講座を実施

【城南公民館】
・城南公民館 親子すくすく広場を開催
・人権同和教育懇談会・青少年育成懇談会を実施
【中央公民館】
・家庭教育セミナー
・親子ふれあい広場、あかちゃん広場
・子育て家庭通信を年間を通じて送付
・人権同和教育懇談会・青少年育成懇談会を実施
予定
・子育て世代の家庭を対象とした講座を実施予定

基本目標
１

具体的目標
（２）

人権を尊重した 男女共同参画の
男女共同参画意 意識を高め多様な
選択を可能にする
識の確立
教育及び学習の
充実

施策の方向
③

№
13

家庭における男
女共同参画の意
識を高める教育・
学習の充実

14

具体的施策

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

具体的施策の詳細

男性の子育てや家 男性の積極的な子育てや家庭生活への参画を 【子育て・子育ち支援課】
庭生活への参画促 促進するため、学習機会を提供します。
・｢父親の育児参加支援講座｣を全4回開催。（子育て家族応
進
援事業実行委員会の事業として）

指導者の育成と連
家庭教育に関して青少年の育成活動の充実を
携
図るため、家庭の教育力を高め指導者育成及び
青少年育成推進指導員との連携を強化します。ま
た、公民館や学校、地域との連携強化により家庭
教育の充実を図ります。

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

担当課

【子育て・子育ち支援課】
子育て・子育ち支援課
・｢父親の育児参加支援講座｣を6回程度開催、 「パ 公民館
パカレッジ」開催予定（子育て家族応援事業実行委
員会の事業として）

【城南公民館】
・料理講座「男性料理教室」「男のお勝手」を開催
・人権同和教育懇談会等を実施
【中央公民館】
・人権同和教育懇談会等を実施

【城南公民館】
・料理講座「男性料理教室」「男のお勝手」を開催
・人権同和教育懇談会等の実施
【中央公民館】
・人権同和教育懇談会等の実施

【生涯学習課】
・青少年育成推進指導員活動の手引き作成
・野外活動リーダー養成講座の開催（6回）及び参加の促進
・出前講座を実施
5/23大久保自治会ほか14件（合計 563人）
※ 詳細別紙参照

【生涯学習課】
生涯学習課
・青少年育成推進指導員活動の手引き作成
公民館
・野外活動リーダー養成講座及び講演会等への参
加を促す。
・自治会等の要望により随時出前講座を実施予定

【中央公民館・城南公民館】
【中央公民館・城南公民館】
・青少年育成指導員会を開き、強化充実を図り、自治会懇談 ・青少年育成指導員会を開き、強化充実を図り、自
会等を開催。
治会懇談会等を開催する。
④
学校、保育所にお
ける男女共同参
画の意識を高め
る教育の推進

15

男女共同参画の視 人権を大切にする心や、自主・協調の態度を養
点に立った保育・幼 う保育・幼児教育の推進を図ります。
児教育の推進

16

男女共同参画の
学校教育全体を通じて人権感覚の育成と、男女 ・学校では、道徳の時間や人権週間等の際に、人権教育の
視点に立った学校 共同参画について児童生徒が主体的に学び、考 一環として取り組んだ。
教育の推進
え、行動する姿勢を育む教育を推進します。

・新年度の教育課程に沿って、人権教育の一環とし 学校教育課
て取組むよう促す。

17

保育士・教諭及び 男女共同参画の視点に立った保育、幼児教育、 【人権男女共同参画課】
教職員に対する研 学校教育を推進するため、保育士・教諭及び教職 ・未実施
修会の実施
員の資質向上と豊かな感性と人権感覚を養う各
種研修会を実施します。

【人権男女共同参画課】
・関係課と調整しながら研修の開催を促進する

・保育計画、人権同和教育年間計画に沿った保育を実施する
中で、男女を分けることなく集団遊びや異年齢、地域交流な
どを含めた保育・幼児教育を実施

保育課

人権男女共同参画課
保育課
学校教育課

【保育課】
・未実施

【保育課】
・保育士研修会又は教諭に対する研修会を実施予
定
【学校教育課】
【学校教育課】
・教諭及び教職員の資質向上を目的とした研修会を開催しま ・教諭及び教職員の資質向上を目的とした研修会を
した。また、各中学校ブロックごとに人権研修会を行った。
開催する。また、各中学校ブロックごとに人権研修
会を開催する。
18

保護者への意識啓 子育て、子育ち講座を定期的に開催し、保護者
発
の意識啓発を図ります。また、園だよりや参観を
通して意識啓発に取組みます。

・人権同和教育講演会への参加
・園だよりや参観を通しての意識啓発を実施

19

性教育の充実

男女が互いに認め合うための性教育の充実を
図ります

・児童生徒の成長にあわせ小学校では生命の誕生や体のつ ・前年度の取り組みを検証し、見直しを進めながら
くりを中心に、中学校では男女交際や感染症について、命を 効果的な指導を行っていく。
テーマとした指導を行った。

20

個性を尊重した進
路指導の推進

生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択 ・児童生徒の状況や希望に応じたきめ細やかな相談と進路
できるように、生徒の能力・適性・進路希望に応じ 選択に関して適切な指導に努めた。
た指導を推進します。
・児童生徒が自らの社会における役割や将来の生き方を考
え、目標に向かって取り組む態度を育むため、キャリア教育
を推進した。

・人権同和教育講演会への参加

・一人ひとりの希望に応じた進路相談をきめ細かく
行い、適切な指導を心がける。
・前年度の取組を検証し、キャリア教育の充実を
図っていく。

保育課

学校教育課

学校教育課

基本目標
１

具体的目標
（２）

人権を尊重した 男女共同参画の
男女共同参画意 意識を高め多様な
識の確立
選択を可能にする
教育及び学習の
充実

施策の方向
⑤
地域における男
女共同参画の意
識を高める生涯
学習の拡充

№
21
22

具体的施策

具体的施策の詳細

男女共同参画の
公民館等の講座や学級の中での男女共同参画
視点に立った生涯 の視点に立った学習を推進します。
学習の推進
学習機会の提供
意識啓発のために出前講座やコミュニケーター
の促進
制度の周知につとめ、学習機会の提供を行いま
す。

23

指導者の育成

24

人権尊重のため
人権を考える市民のつどい、自治会懇談会、指
の学習内容の充実 導者育成懇談会等を通じて、男女共同参画の視
点に立った、人権尊重の学習内容の充実を図りま
す。

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

担当課

【中央公民館・城南公民館】
・成人教育、高齢者教育等の実施

【中央公民館・城南公民館】
・成人教育、高齢者教育等の実施

公民館

【人権男女共同参画課】
・10月、自治会長宛に学習会、懇談会の際に「男女共同参画
コミュニケーター」などの講師の紹介や教材等の提供ができ
る旨を文書にて周知した
・出前講座で実施
4/4 長野計器㈱（16人）
11/20 高齢者学園（56人）

【人権男女共同参画課】
人権男女共同参画課
・自治会長宛に学習会、懇談会の際に「男女共同参 生涯学習課
画コミュニケーター」などの講師の紹介や教材等の
提供ができる旨を文書にて周知する。

【生涯学習課】
・出前講座を実施
6/7中野公民館ほか1件（57人）

【生涯学習課】
・自治会等の要望により随時出前講座を実施予定

男女共同参画の視点に立った生涯学習活動の 【生涯学習課】
【生涯学習課】
生涯学習課
ための指導者を育成します。
・県教委(長野県生涯学習推進センター)主催「指導者養成講 ・県教委(長野県生涯学習推進センター)主催「指導
座」への参加
者養成講座」の情報提供と参加を促す
5/29～2/17 計11講座（78人）
【生涯学習課】
・10/9 「第9回人権を考える市民のつどい」開催 講演「違い
を認めて人生を豊かにする方程式」 講師 数学者・大道芸
人 ピーター・フランクルさん（約1,000人）

【生涯学習課】
生涯学習課
・10/1 「第10回人権を考える市民のつどい」 講演 公民館
「一緒に生きていきましょう～私の出逢った人たち」
講師 家田荘子さん（1,100人）開催予定

【中央公民館・城南公民館】
【中央公民館・城南公民館】
・人権同和教育自治会懇談会及び指導者育成懇談会を開催 ・人権同和教育自治会懇談会や指導者育成懇談会
を開催予定

基本目標

具体的目標

施策の方向

（３）

⑥

学習環境の一層
の整備

学習機会及び学
習内容の充実

具体的施策の詳細

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

・講座・講演会等の実施
・Uネット加入団体等と共催で講座を開催したり市民フェスティ
バル、懇談会などを中心に連携実施
・講座・講演会等の実施
11/23 男女共同参画講演会「女性弁護士と語るおしゃべりカ
フェ」講師 小池さやかさん 女と男うえだ市民の会との共催
（26人）
2/2 さんかく講座「信州うえだ医療センターの現状について」
講師 森哲夫さん 女と男うえだ市民の会との共催(27人)

・講座・講演会等の実施
6/27市民フェスティバル 事業者表彰団体紹介・講
演会「ひととの出会い こころのふれあい」講師 サ
ヘル・ローズさん
8/8さんかく講座「まぜこぜカフェ 戦争と平和を語
る」
9/5コミュニケーターサロン「北欧ってどんなところ？
ルーマニア編」
11/12さんかく講座「地域のたからものを発見！地
域密着型スーパーの取り組み」 講師 尾崎和雄さ
・主催講座で託児を実施
・ゆうゆうホットルーム（毎週金曜日に託児室開放）
実施中
【人権男女共同参画課】
・出前講座の実施
11/20高齢者学園

№

具体的施策

25

学習内容の充実

男女共同参画の裾野を広げるよう、あらゆる分
野・年齢層を考慮し、市民がより参加しやすい方
策の工夫や学習内容の充実を図ります。

26

託児の場の提供

子育て中の男女の学習意欲に応じるため、託児 ・主催講座で託児を実施
の場を提供します。
・ゆうゆうホットルーム（毎週金曜日に託児室開放）実施

27

社会教育関係機
社会教育機関や地元の高等学校・大学等との連 【人権男女共同参画課】
関、地元の高等学 携による男女共同参画に関する講座の開催や情 ・出前講座の実施
校・大学等との連携 報提供を行います。
11/20 高齢者学園（56人）
【生涯学習課】
・講座開催情報の提供

１

（４）

⑦

人権を尊重した 国際的協調と国際 国際的視野の育
男女共同参画意 理解の推進
成と国際理解の
識の確立
推進

28

国際社会の動向
の把握

男女共同参画社会の形成に向けた国際社会の 【人権男女共同参画課】
さまざまな取組や、女性問題等に関する情報の収 ・10～3月国際ガールズ・デーinうえだ(第1～5弾)
集及び提供を行います。

29

国際的視野を持つ
国際的視野を持つ女性リーダーの育成や国際
人材の育成
交流ボランティアの育成を図ります。

【秘書課】
・ＪＩＣＡボランティア募集への協力
・市内出身ＪＩＣＡボランティアの派遣前の市長表敬の開催（0
回開催）

担当課
人権男女共同参画課

人権男女共同参画課
人権男女共同参画課
生涯学習課

【生涯学習課】
・講座開催情報の提供
【人権男女共同参画課】
秘書課
・国、県、国際関係機関等からの情報収集を行い、 人権男女共同参画課
市内の関係団体、市民等へ情報を提供する。
【秘書課】
・ＪＩＣＡボランティア募集への協力
・市内出身ＪＩＣＡボランティアの派遣前の市長表敬
の開催

秘書課
市民課
人権男女共同参画課

【市民課】
【市民課】
・生活者支援の日本語ボランティア養成講座や、外国につな ・現在日本語支援を行っているボランティアの要望
がる子どもの日本語ボランティア養成講座を実施した（延べ を加味しながら、引き続き講座を開催
111人受講）。
【人権男女共同参画課】
・講座・講演会等の実施
11/23 国際ガールズ・デーinうえだ第3弾「NGO相談員と語る
ランチ会 私たちの暮らしと世界のつながりについて」
12/20、1/10 国際理解講座「原書で読むおとなのブックサロ
ン」(16人)
・10、11月直井保彦写真展「こころの旅」
30

外国における男
外国における男女共同参画の制度等について
女共同参画の制度 学習し、理解を深めます。
への理解

【人権男女共同参画課】
・6/27市民フェスティバル 事業者表彰団体紹介・講
演会「ひととの出会い こころのふれあい」講師 サ
ヘル・ローズさん

・講座・講演会等の実施
・講演会、さんかく講座等にて学習の機会を提供す 人権男女共同参画課
・10～3月国際ガールズ・デーinうえだ(第1～5弾)
る。
10/4 国際ガールズ・デーinうえだ第2弾映画上映会「Girl
Rising～私が決めるわたしの未来～」(22人)
11/23 国際ガールズ・デーinうえだ第3弾「NGO相談員と語る
ランチ会 私たちの暮らしと世界のつながりについて」
11/23 国際ガールズ・デーinうえだ第4弾「女性弁護士と語る
おしゃべりカフェ 平和、人権、家族について憲法の視点から
考える学習会」(26人)
・3/8 上小地区国際女性デー記念集会（110人）

基本目標
２

具体的目標
（５）

施策の方向
⑧

さまざまな分野 政策・方針決定の 行政分野におけ
への男女共同参 場への女性の参 る女性の参画促
画の促進
画の推進
進

⑨

№

具体的施策

具体的施策の詳細

担当課

各種審議会等へ
市全体として女性の登用率を常に40％以上に
の女性の登用促進 達することを目標とします。

・各種審議会委員への女性登用率 41.57%
（H27.3.31現在）

・女性登用率は原則として40％以上とする

行政改革推進室

32

市職員の採用と登 市において女性職員の職域拡大と人材育成、
用の促進
管理職への登用を促進します。

・12/21女性リーダー養成研修会 講師 原加賀子さん（27人）

・女性リーダー育成研修会

人材開発課

33

女性の職域拡大と 女性の職域の拡大と管理職への登用を促進す 【人権男女共同参画課】
管理職への登用
るよう働きかけます。
・未実施

【人権男女共同参画課】
・チラシ、ポスター、パンフ類を・配架・掲示

人権男女共同参画課
雇用促進室

【雇用促進室】
・チラシ、ポスター、パンフ類を・配架・掲示
34

表彰制度の普及

男女共同参画推進事業者の表彰制度を広く普 ・7/6 市民フェスティバルで事業者表彰受賞者紹介（パネルディ
及します。
スカッション）を実施（574人）
・9/16 広報うえだへの募集記事掲載
・9/16～12/6募集
・1～2月審議会で検討
・3月表彰式(上田日本無線株式会社、株式会社みすず綜合コン
サルタント、上川原柳自治会、下塩尻自治会)

【雇用促進室】
・チラシ、ポスター、パンフ類を配架・掲示
・市民フェスティバルで事業者表彰受賞者紹介（パネル 人権男女共同参画課
ディスカッション）を実施
・9/16～12/5募集
・1～2月審議会で検討
・3月表彰予定

35

職場における男
女性や管理職を対象とした企業における研修機 ・男女共同参画の各種研修情報の提供
女共同参画意識の 会の充実を図り、女性の能力発揮促進のための
高揚
支援に努め、男女共同参画の意識の高揚に努め
ます。

・男女共同参画の各種研修情報の提供

雇用促進室

36

各種団体におけ
自治会、分館、ＰＴＡ等各種団体の女性役員の
る女性役員の登用 登用の促進を働きかけます。

【市民参加・協働推進課】
・自治会における女性役員の登用の状況を把握。
Ｈ26年度 自治会長3名、副自治会長3名、会計22名

【市民参加・協働推進課】
・自治会役員の改選時期を前に、女性の積極的な登用
について、自治会連合会の定例役員会で協力を依頼す
る。

市民参加・協働推進課
人権男女共同参画課
学校教育課
生涯学習課
公民館

【人権男女】
・自治会長に文書で依頼（男女共同参画推進事業者表彰の依頼
時）
【学校教育課】
・未実施

【人権男女共同参画課】
・自治会長に文書で依頼（男女共同参画推進事業者表
彰の依頼時）
【学校教育課】
・実施予定なし

【生涯学習課】
・各種委員選出団体への女性委員登用の働きかけ

【生涯学習課】
・生涯学習課が事務局を務める各種委員への女性委員
の登用を選出団体に促す。
【中央公民館・城南公民館】
・公民館運営審議会の委員に女性を登用

その他の分野に
おける女性の参
画促進

【中央公民館・城南公民館】
・公民館運営審議会の委員に女性を登用
⑪

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

31

雇用分野におけ
る女性の参画促
進

⑩

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

37

女性の人材育成
と発掘及び登用
38

政策・方針決定の 男女共同参画の視点をもって社会の幅広い分 ・1/28 市職員研修会(35人)
場に参画する女性 野に参画する女性の人材育成や支援のための講
の人材育成及び支 座や研修会を開催します。
援
女性の人材リスト 女性の人材に関する情報を把握し、専門性を生 ・関係機関との情報交換
の作成及び整備
かした分野で活動できるよう、人材リストを作成し

・女性関連施設・地方公共団体・団体リーダーのための 人権男女共同参画課
男女共同参画推進研修に参加
・関係機関と情報交換

人権男女共同参画課

基本目標

具体的目標

施策の方向

（６）

⑫

社会活動への男
女共同参画の促
進
（６）

地域活動への参
画促進

さまざまな分野 社会活動への男
への男女共同参 女共同参画の促
画の促進
進

地域活動への参
画促進

２

⑫

№

具体的施策

具体的施策の詳細

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

39

男女共同参画の
地域での固定的性別役割分担意識の解消を進 ・7/6 市民フェスティバルで事業者表彰受賞者紹介（パネルディ ・6/27 市民フェスティバルで事業者表彰受賞者紹介
視点に立ったまち め、男女がともにまちづくりなどの地域の実践的 スカッション）を実施（574人）
（パネルディスカッション）を実施
づくりの推進
活動に参画するよう関係団体へ働きかけます。
・担当課と協議して実施

40

男女共同参画の
男女共同参画の視点で地域の課題解決に向け
視点から地域の課 た講座や学習機会の提供に努めます。
題について考える
機会の提供

41

⑬

42

団体活動等の育
成支援及びネット
ワーク化の推進

43

担当課
人権男女共同参画課

【人権男女共同参画課】
・Uネット加入団体等と共催で講座を開催したり市民フェスティバ
ル、懇談会などを中心に連携実施
・講座・講演会等の実施
・4/19 男女共同参画講演会「安心して老いを迎えられるまちづく
り」講師：井益雄さん(42人)
・7/6 市民フェスティバル 事業者表彰団体紹介・講演会「戦争が
できる国への轍」講師：丸山貢一さん(574人)
・8/2 子どもを虐待から守るためにできること「僕が走って訴えた
かったこと～子どもを安心して育てられる社会を目指して～」講
演・パネルディスカッション 講師：甲斐英幸さん (18人)
11/23 男女共同参画講演会「女性弁護士と語るおしゃべりカ
フェ」講師 小池さやかさん 女と男うえだ市民の会との共催（26
人）
2/2 さんかく講座「信州うえだ医療センターの現状について」講師
森哲夫さん 女と男うえだ市民の会との共催(27人)
・出前講座を実施
4/4 長野計器㈱（16人）
11/20 高齢者学園（56人）

【人権男女共同参画課】
人権男女共同参画課
・11/12さんかく講座「地域のたからものを発見！地域密 公民館
着型スーパーの取り組み」 講師 尾崎和雄さん
・3月上小地区国際女性デー記念集会
・さんかく講座等や出前講座を随時開催。

【中央公民館】
・人権同和教育自治会懇談会等を開催

【中央公民館】
・人権同和教育自治会懇談会等を開催

地域のリーダーと 女性リーダーの育成のため、研修等の支援を行 【人権男女共同参画課】
して活動する女性 うほか、女性が地域でリーダーとして活躍できる ・市民プラザ・ゆう講座「創業した！創業する？女性交流会」(26
の育成
環境整備に努めます。
人)
【中央公民館・城南公民館】
・分館役員に女性増、分館活動への女性参加の呼びかけ
・うえだ共同参画ネット、女性団体連絡協議会等との連携
・11/23 「お産フェスタinうえだ」への協力

男女共同参画の
男女共同参画社会の形成に賛同するあらゆる
視点をもった団体 団体との連携を強化します。
やグループと行政
との連携強化
活動状況の把握
各種団体やグループの活動状況を把握し、その ・12/8 上小東御地域女性団体連絡協議会総会・研修会
と提供及びネット
情報を提供します。また、各種団体やグループの ・市、国、県等の各種情報を随時提供予定
ワーク化の支援
交流の場を提供し、ネットワークづくりを支援しま ・市民フェスティバルで活動状況の展示発表
す。

【人権男女共同参画課】
人権男女共同参画課
・さんかく講座での実施を検討。
公民館
・県や国の講座、フォーラム等への参加を呼びかける。
【中央公民館・城南公民館】
・分館役員に女性増、分館活動への女性参加のよびか
・市民フェスティバル、行政との懇談会、各種研修等で 人権男女共同参画課
の連携強化
・7/2上小東御地域女性団体連絡協議会総会・研修会
・市、国、県等の各種情報を随時提供予定
・市民フェスティバルで活動状況の展示発表

人権男女共同参画課

基本目標

具体的目標

施策の方向
⑭

№
44

自主的な活動へ
の支援

２

（７）

⑮
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さまざまな分野 防災、環境、観光 防災、環境、観光
への男女共同参 等の分野における 等の分野におけ
画の促進
男女共同参画の る男女共同参画
推進
の推進

具体的施策
自主的な活動へ
の支援

具体的施策の詳細
地域活動を行っている団体や新たに設立しよう
としている団体やグループに対して、活動に関す
る相談・情報提供を行い、自主的な活動を支援し
ます。

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

担当課

【市民参加・協働推進課】
・「わがまち魅力アップ応援事業」の活動を紹介。「広報紙の毎月
1日号に活動団体を掲載。」「平成25年度の活動事例集を作
成。」「活動情報・イベント情報等をホームページに掲載。」等。
・ＮＰＯ法人やボランティア団体など市民活動団体の活動状況に
関するホームページ「市民活動団体一覧」を掲載

【市民参加・協働推進課】
市民参加・協働推進課
・「わがまち魅力アップ応援事業」により、自治会や市民 人権男女共同参画課
活動団体の活動支援を図る。
公民館
・市ホームページ「市民活動団体一覧」を掲載し情報の
提供を図る。

【人権男女共同参画課】
・市民プラザ・ゆう主催講座としてやりたい講座のプロデュースを
実施(「マインドフルネス・セラピー入門講座」、「妊活交流会」、
「親子で楽しむ粘土でスイーツ作り」、「温故知新で風通しのいい
暮らし術」)
・随時、情報提供・相談に応じる
【中央公民館・城南公民館】
・社会教育団体への支援

【人権男女共同参画課】
・随時、情報提供・相談に応じる

【中央公民館・城南公民館】
・社会教育関係団体への支援

防災分野における
防災分野での固定的な性別役割分担意識を見 【危機管理防災課】
【人権男女共同参画課】
女性参画の拡大
直すとともに、政策・方針決定過程や被災者支援 ・防災会議委員の選出にあたり、推薦依頼機関に対して女性委 ・市民意識調査を実施
への女性の参画を拡大します。
員の登用について呼びかけを行うとともに、新たに男女共同参 ・上田連合婦人会 長野県防災出前講座
画の推進に取り組む団体へ委員の推薦依頼を行いました。
女性の登用状況（H25.3時点）
防災会議委員 45名
うち女性委員
4名 登用率 8.8%
・平成25年3月に了承された地域防災計画の見直しの中で、各対
策編の災害予防計画の節として「男女共同参画の視点による防
災対策」を新設し、防災・減災対策を進めるうえでの重要な柱とし
て位置づけました。

危機管理防災課
人権男女共同参画課

【人権男女共同参画課】
・東日本大震災の教訓から情報収集を行うと共に担当課と連携
して女性の参画を拡大する
・長野県男女共同参画センター”あいとぴあ”主催「すべての人に
心地よい避難所体験」の開催に協力
46

平常時・災害時に 男女のニーズの違いに配慮した災害用備蓄品 ・地域防災計画に基づき、男女のニーズの違いに配慮しながら
おける対応
の購入のほか、避難所に更衣室や授乳場所等を 備蓄品の購入を計画的に進めました。
優先的に設置するよう努めます。
主な購入品：ファミリールーム、おむつ（男女共用）など

危機管理防災課

・流通備蓄の考えを取り入れ、民間事業者との災害時における
物資供給にかかる協定の締結を進めた
物資調達にかかる民間事業者との協定：10団体

47

男女共同参画の
災害発生時の対応に関する各種マニュアルに
視点に立った災害 ついて、男女共同参画の視点を取り入れた内容
時対応マニュアル にするよう努めます。
の策定

・市内城下地区をモデルに、広域避難場所運営組織及びマニュ
アルの作成に向けた検討を自治会、施設管理者、市関係課で女
性の参画を得ながら進めた
検討会の開催：3回
・見直しを行った地域防災計画の内容に基づく、職員向けの応急
活動マニュアルの作成を進めた

危機管理防災課

基本目標

具体的目標

施策の方向
⑮

№

⑮

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

担当課

消防団への入団
消防団活動拠点等の環境整備を推進し、団員 ・第15分団及び武石西部分団の拠点施設の新設に伴い女性トイ ・女性団員を最終的に120人（全体の約5％）を目標に、 消防総務課
促進
募集パンフレットの配布等を充実させ、女性団員 レを整備
昨年度の89人を上回るよう、積極的に入団募集を実施
の入団を促進します。
・既設の第8分団詰所に女性専用トイレを整備
・全分団拠点施設に女性トイレを整備完了
①女性団員が活躍している状況を広報うえだ、分団広
報誌等へ掲載、報道機関へ取材を依頼、し入団の促進
・女性団員募集パンフレットを窓口に配置
を図る。
・上田市消防団ホームページで女性団員入団募集の掲載
②入団募集のパンフレットを作成し、成人式で女性に配
・各地域で地元消防関係者、自治会関係者及び各分団員により 布し、入団の促進を図る。
女性への勧誘を呼びかけを実施

49

環境分野におけ
環境問題の課題解決に向けて女性がこれまで
る女性参画の拡大 蓄積してきた高い知識や経験等をより一層生か
せるよう政策・方針決定の場等への女性の参画
環境に関する情
地球温暖化等、市民生活に影響のある環境問
報の提供と活動支 題について、出前講座・環境フォーラム等により
援
わかりやすい環境情報の提供に努めるとともに、
男女がともに環境活動がしやすいよう、市民団体
等の活動支援や育成を図ります。
環境負荷を低減
家庭で行う生ごみの堆肥化や資源物の分別、
させるための一人 枝木類の再資源化など、男女を問わず、環境に
ひとりの地道な取 優しい行動の実践に取り組みます。
組の拡大

50

（７）

具体的施策の詳細

48

防災、環境、観光
等の分野におけ
る男女共同参画
の推進

２

具体的施策
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さまざまな分野 防災、環境、観光 防災、環境、観光
への男女共同参 等の分野における 等の分野におけ
画の促進
男女共同参画の る男女共同参画
推進
の推進

52

･積極的に女性参画を促進するため、上田市環境審議会の委員 ・今期（H25～H26）の上田市環境審議会の委員15名の 生活環境課
15名中 女性6名を登用した。
うち6人を女性で登用。
･出前講座2回実施
・12/8 うえだ環境市民会議10周年記念講演会を開催
･2/3環境フォーラムでＰＭ2.5について講演会を実施

・出前講座（随時）及び環境フォーラムを2/15実施予定
・環境講演会開催予定

生活環境課

・全地域で資源物回収を実施
・広報うえだへごみ減量化・再資源化に関する記事を掲載
（4回［5/1号、7/1号、11/1号、2/1号］）
・啓発用チラシ「環境うえだ」の全戸回覧
（3回[7/1号、10/1号、2/1号]）
・資源物回収年間カレンダーの全戸配布
・エコ講座の開催（2/3、2/19、2/25、3/5）
・雑がみ回収袋の配布
自治会説明会開催 154回、出席者 5,280人
・通風乾燥型生ごみ処理機のモニター調査
H26年9月～H27年2月実施、モニター数 60人
・生ごみ堆肥化機器等購入費補助金の交付
堆肥化容器 118台、生ごみ処理機 49台
基材（ぱっくん） 844袋
・生ごみ堆肥化モデル事業の実施
堆肥化した生ごみの量 7.5トン
・剪定枝木類の資源化の実施
堆肥化した枝木類の量 680トン
・エコ・サポート21との協働による古着の回収
回収量 20ｔ

・資源物回収の継続実施
・生ごみの減量化・再資源化の促進
ごみ減量化機器購入費補助制度の拡充
ごみ減量基材「ぱっくん」の無料配布
「やさいまる」事業の実施
大型処理機による生ごみ堆肥化モデル事業の実施
・キャッチフレーズによる広報・啓発
広報うえだ、環境うえだ等による周知・啓発、ポス
ター作成
・生ごみ堆肥化モデル事業の継続実施
・剪定枝木類の資源化の継続実施
・エコ・サポート21による古着の回収の継続実施

廃棄物対策課
資源循環型施設建設
関連事業課

観光分野におけ
観光従事者のうち高い割合を占める女性たちの ･信州上田観光大使の男女構成比に変化なし。
る女性参画の拡大 経験や発想を生かしたさまざまな取組を進め、女 構成比 構成率：36.0％（H26）
性客をはじめ、子どもから高齢者まで多くの観光
※25人中女性9人
客の支持を得ることができる観光地づくりを進め ･上田観光ボランティアガイドの会は、女性1人減。
ていきます。
構成比 構成率：37.2％（H25）→34.9％(H26)
※43人中女性15人
･信州上田まつり実行委員会の男女構成比に変化なし。
構成34団体中女性代表1人。

･信州上田観光大使への女性登用を積極的に推進して 観光課
いく。
・信州上田まつり実行委員会への女性登用を積極的に
推進していく。
・上田観光ボランティアガイドの会・シャッターマン及びＥ
ＧＧ（イングリッシュガイドグループ）への参画を引続き推
進する。

基本目標
３

具体的目標
（８）

施策の方向
⑯

№
53

男女が共に働き 男女が共に働きや 雇用・労働条件な
やすい環境整備 すい環境整備
どにおける男女
平等の推進

具体的施策

具体的施策の詳細

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

雇用における男
関係機関と連携して、法制度の趣旨や内容を周 【人権男女共同参画課】
女の機会均等に関 知するための啓発を進めます。
・出前講座で実施 4/4長野計器㈱（16人）
する啓発
・9/16 広報うえだで事業者表彰の事例紹介、募集記事掲載
・3/23 表彰式の実施(上田日本無線株式会社、株式会社み
すず綜合コンサルタント、上川原柳自治会、下塩尻自治会)
・6/16 広報うえだ表彰式及び表彰者紹介
【雇用促進室】
・チラシ、ポスター、パンフ等の配架・掲示
・事業所訪問による法制度の周知と啓発

54
55

56

⑰

57

仕事と家庭が両
立しやすい環境
の整備

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

担当課

【人権男女共同参画課】
人権男女共同参画課
・出前講座の実施
雇用促進室
・男女共同参画社会づくりに取組んでいる企業への
支援として事業者表彰を行いモデル企業として広報
等に取り上げ啓発を進める。
【雇用促進室】
・チラシ、ポスター、パンフ等の配架・掲示
・事業所訪問による法制度の周知と啓発

事業主に対する
関係機関と連携して、事業主を対象とした男女 ・事業者表彰の募集・実施
男女共同参画につ 共同参画を内容とする啓発を進めます。
2法人2自治会を表彰
いての啓発
男女の働き方の
家庭生活とその他の活動が両立できるよう男女 ・主催講座の実施
見直しの啓発
の働き方の見直しのための啓発を進めます。
3/7さんかく講座「わたしたちの選択 出産・育児・仕事編」講
師：桐島真希子さんほか2名(6人)
・国、県及び関係機関等の研修会の周知、参加を関係団体
に呼びかけた
男女共同参画社
職場における女性の登用や活用に自主的に取 ・3/23 男女共同参画推進事業者表彰の実施
会づくりに向けた企 組んでいる企業等の事例を紹介します。
・男女共同参画社会づくりに積極的に取り組んでいる企業に
業等における取組
対して、事業者表彰を行い、前年度表彰者を「市民フェスティ
への支援
バル」「広報うえだ」「行政チャンネル」にて市民に紹介

・男女共同参画社会づくりに積極的に取り組んでい 人権男女共同参画課
る企業に対して、事業者表彰を行い、前年度表彰
者を「市民フェスティバル」「広報うえだ」「行政チャン
ネル」にて市民に紹介

仕事と家庭の両
ファミリーサポートセンター事業など各種子育て 【人権男女共同参画課】
立に関する各種情 支援事業や介護に関する情報提供を行います。 ・チラシ・パンフ類を配布
報の提供
・11月ワークライフバランス講座「仕事と子育ては高め合う、
ＷｉｎＷｉｎ術講座」（46人）

【人権男女共同参画課】
人権男女共同参画課
・広報うえだ、出前講座等を利用して啓発を行う
高齢者介護課
・出前講座、職員研修、さんかくセミナー等で啓発予 子育て・子育ち支援課
定。

【高齢者介護課】
・介護保険のしおり作成 7,000部

・事業者表彰の募集・実施

人権男女共同参画課

・出前講座の実施
・関係団体等に国、県等のパンフ配布予定
・ワークライフバランス講座等の開催

人権男女共同参画課

【高齢者介護課】
・介護保険のしおり作成

【子育て・子育ち支援課】
【子育て・子育ち支援課】
・年2回「ほんわか通信」の発行(上田市社会福祉協議会 上 ・ポスター等の掲示・年2回「ほんわか通信」の発
田市ファミリー・サポート・センターの事業として）、チラシの配 行、HPの掲載（リンサイトも含めて）
布、HPの掲載
58

働く人のための施 勤労者福祉センタ－、サンワーク上田、市民プラ 【人権男女共同参画課】
設の利用促進
ザ・ゆう等の利用促進を図ります。
・市民プラザ・ゆうでの各種講座を実施
・育成グループの紹介
【雇用促進室】
・広報、ホームーページ等での施設利用促進活動の実施

59

労働基準法上の
母性保護に関する
啓発

60

男女が子育てと
介護に関わること
ができる職場環境
の整備
労働時間短縮等
の啓発

61

【人権男女共同参画課】
・市民プラザ・ゆうで各種講座を実施
・育成グループの紹介

人権男女共同参画課
雇用促進室

【雇用促進室】
・広報、ホームーページ等での利用促進活動の実
施
労働基準法上の母性保護の遵守について事業 ・勤労者福祉センター等にパンフ設置
・事業所訪問による情報提供及び関係パンフ類の 雇用促進室
主への啓発を進めます。
・事業所訪問による情報提供
配布
・勤労者福祉センター等にチラシ、ポスター、パンフ
類を配架・掲示
育児・介護休業制度の普及促進、啓発を進め、 ・勤労者福祉センター等にパンフ設置
・事業所訪問による情報提供及び関係パンフ類の 雇用促進室
女性も男性も制度を利用しやすい職場環境の実 ・事業所訪問による情報提供
配布
現を働きかけます。
・勤労者福祉センター等にチラシ、ポスター、パンフ
類を配架・掲示
事業主に対し、労働時間の弾力的な運用や年 ･「雇用促進コーディネーター」の事業所訪問による、労働関 ・事業所訪問による情報提供及び関係パンフ類の 雇用促進室
次休暇の取得促進など、健康で豊かな生活のた 係等の情報の提供による啓発活動の実施
配布
めの時間が確保できるよう働きかけます。
H26年度 企業訪問件数 427件
･労働時間短縮等の啓発関係チラシ、ポスター、パ
ンフ類を配架・掲示

基本目標
３

具体的目標
（８）

施策の方向
⑱

男女が共に働き 男女が共に働きや 就業機会の拡大
やすい環境整備 すい環境整備
と労働環境の整
備

№

具体的施策

62

就業に関する情
報の提供

63

パートタイム労働者や有期契約労働者の均衡
労働条件向上に
ついての啓発
待遇、正社員への転換の推進など、労働関係法
令の遵守、労働条件の向上についての啓発を進
労働、就職問題
国や県などの関係機関と連携して、労働問題、
に関する相談体制 就職問題等に関する相談体制の充実を図りま
の充実
す。

64

65

⑱

66

就業機会の拡大
と労働環境の整
備

67

68

具体的施策の詳細
職業や就職に関する必要な情報提供を図りま
す。

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

69

職業能力の開
発、向上及び技
能習得への支援

70

担当課

･勤労者福祉センターでの、ハローワーク上田の求人情報
コーナーによる情報の提供

・雇用促進室での求職者・生活者支援のための相
談窓口と、ハローワーク及び関係機関との連携強
化

【雇用促進室】
・チラシ、ポスター、パンフ類を・配架・掲示

・勤労者福祉センター等にチラシ、ポスター、パンフ 雇用促進室
類を配架・掲示

・「勤労者福祉センター」雇用促進室で労働雇用に関する総
合的な相談を専門家（社会保険労務士）により実施 （H２６
相談件数４件）
・ハローワーク等の関係機関と連携支援

・雇用促進室での求職者・生活者支援のための相
談窓口と、ハローワーク及び関係機関との連携強
化による相談体制の充実

雇用促進室

雇用促進室

商工業等の自営
商工業等の自営業に従事する女性の労働環境 ・チラシ、ポスター、パンフ類を・配架・掲示
業における男女共 や生活環境の改善を図り、経営・事業運営・計画
同参画の推進
立案など、男女間の格差解消に向けたポジティ
ブ・アクションを推進し総合的な情報提供等を行い
ます。
商工業等の自営
商工業等の自営業に従事する女性の団体やグ ･中小企業者等人材育成事業による研修支援
業に携わる女性団 ループの育成及び女性の能力・技能の向上（エン
体の育成
パワーメント）に向けた学習活動を支援します。

･男女共同参画の推進関係のチラシ、ポスター、パ 雇用促進室
ンフ類を配架・掲示

･中小企業者等人材育成事業による研修支援

雇用促進室

再雇用制度の普
再雇用制度の普及促進、啓発を進め、退職後
及啓発
の雇用機会が確保されるよう支援します。

・事業所訪問による情報提供及び関係パンフ類の
配布
・雇用促進室での求職者・生活者支援のための相
談窓口と、ハローワーク及び関係機関との連携
【健康推進課】
・こころの健康づくり講演会やリラックスセミナーの
実施

雇用促進室

・事業所訪問による情報提供
･定年退職前後の手続きセミナーの開催による各種情報の
提供
H26年度 5回 86名受講
労働者の健康管
事業主に対し、各種検診の機会や検診内容の 【健康推進課】
理と労働安全衛生 充実、労働安全衛生面の取組の強化を働きかけ 心の健康づくりや病気についての正しい知識の普及啓発
の充実
ます。
・こころの健康づくり講演会（133人）
・リラックスセミナー 4回（115人）
【雇用促進室】
・労働安全衛生の周知

⑲

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

職業能力開発に
職業能力開発に関する講座・研修会の開催や
関する支援
各種情報の提供を行います。

健康推進課
雇用促進室

【雇用促進室】
・労働安全衛生に関する情報の提供

【人権男女共同参画課】
【人権男女共同参画課】
人権男女共同参画課
・講座の実施
・資格取得支援講座や再就職支援講座等を開講
雇用促進室
6～8月資格取得支援講座「ＦＰ技能士3級」全10回(200人)
10～1月資格取得支援講座「ＦＰ技能士3級」全10回
6～11月資格取得支援講座「日商簿記3級」(456人)
10月資格取得支援講座「アロマテラピー2級検定取得講座」
（120人）
3月資格取得支援講座「アロマテラピー1級検定取得講座」
（129人）
5～9月就職準備講座「My字が楽しくなるボールペン字講座」
（132人）

【雇用促進室】
・中小企業者等人材育成事業による研修支援、各関係機関
が実施する講座・研修会のポスター・ちらし等による情報提
供
再就職や転職の
再就職や転職のための職業訓練体制の整備を ・求職者支援パソコンセミナー 24回 266名
ための技術習得が 関係機関と連携しながら推進します。
・仕事の探し方講座
12回 152名
できる体制づくりの
・長野県が実施する再就職セミナー（パソコン・介護・医療事
推進
務）の開催支援

【雇用促進室】
･中小企業者等人材育成事業による研修支援、講
座・研修会開催の情報提供
･再就職や転職のため、求職者支援パソコンセミ
ナーや仕事の探し方講座の開催

雇用促進室

基本目標
３

具体的目標
（８）

施策の方向
⑳

№

具体的施策

71

保育サービスの
充実

男女が共に働き 男女が共に働きや 多様な就労形態
やすい環境整備 すい環境整備
にあった子育て・
介護支援の充実

具体的施策の詳細
働く保護者の多様な就労形態にあった保育が可
能となるよう、乳幼児保育や延長保育、一時預か
り、休日保育、 病児・病後児保育事業、ファミリー
サポートセンター事業を実施します。

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）
【保育課】
（公私立保育園の状況：41園中）
・乳児保育実施園：33園
・延長保育実施園：40園
・一時預かり実施園：17園
・休日保育実施園：3園

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）
【保育課】
・乳児保育：33園で実施
・延長保育：40園で実施
・一時預かり：17園で実施
・休日保育：3園で実施

担当課
保育課
子育て・子育ち支援課

【子育て・子育ち支援課】
【子育て・子育ち支援課】
・病児458人、病後児0人
･継続実施
・ファミサポ会員（提供会員・依頼会員・両方会員）825人、活
動実績1,145件

21 女性の新た
な活躍の場を広
げる意識の啓発

72

児童の放課後対
働く保護者の留守家庭の子どもに対し、学校の ・児童館・児童センター11館中、設置希望の9館へのエアコン ・放課後児童クラブ28館及び児童館・児童センター 学校教育課
策の充実
放課後や休業日に安心して過ごせる場として、各 の設置
11館の安全確保のための修繕
施設を充実させ仕事と子育ての両立及び子ども
の健やかな成長を支援します。

73

様々な連携や協
子育て支援団体等が行政や企業と連携し子育
働による取組の推 てを応援する取組を推進します。
進

74

介護サービスの
充実

75

仕事と子育て・介 関係機関と連携して男女がともに仕事と子育て・ ・主催講座の実施
・出前講座の実施
護を両立するため 介護が両立できるよう支援します。
3/7 さんかく講座「わたしたちの選択 出産・育児・仕事編」講 ・相談業務の充実
の支援
師：桐島真希子さんほか2名(6人)
・事業者表彰者など先進事例の情報提供
・事業者表彰の事例を広報うえだ等に掲載

76

女性のチャレンジ 女性のチャレンジ精神に対する意識啓発のため 【人権男女共同参画課】
精神に対する意識 の情報提供や講座を開催します。
・講座の実施
啓発
6～8月資格取得支援講座「ＦＰ技能士3級」全10回(200人)

・｢父親の育児参加支援講座｣を全4回開催(子育て家族応援 ・｢父親の育児参加支援講座｣を6回程度開催予定
事業実行委員会の事業として）
「パパカレッジ」開催予定(子育て家族応援事業実
行委員会の事業として）

介護を必要とする人が安心して日常生活を送る ・認知症高齢者家族やすらぎ支援員派遣事業 11人
とともに、家族の介護負担を軽減する介護サービ ・在宅介護者リフレッシュ事業の実施 51人
スの充実を図ります。

・認知症高齢者家族やすらぎ支援員派遣事業、在
宅介護者リフレッシュ事業の実施

子育て・子育ち支援課

高齢者介護課

人権男女共同参画課

【人権男女共同参画課】
人権男女共同参画課
・資格取得や再就職支援講座実施予定
上田情報ライブラリー
(日商簿記検定3級、ファイナンシャル・プランニング
技能士3級資格取得応援講座など)
・就職・起業準備講座を長野県男女共同参画セン
ター”あいとぴあ”等と共催で開催
・窓口にパンフレットを配置し情報の提供を随時実
施予定

【上田情報ライブラリー】
【上田情報ライブラリー】
・11/7女性のキャリアアップ交流会企画講座「片づけ上手は ・女性のキャリアアップ交流会企画講座（内容未定）
物づき合い上手 ２」を開催。講師：槙島照美氏（36人）
を開催予定。
22 女性の再就
職に向けた支援
の充実

77

再就職希望者へ
結婚や子育て、介護などで離職した人の再就職 【人権男女共同参画課】
【人権男女共同参画課】
の支援
の支援をするため各種情報の収集や提供、並び ・7月、10月ハローワーク講座「就職支援セミナー ～働くママ ・再就職支援講座の開催(7、11月開催)
に講座の開催をします。
を応援します～」（40人）
・ハローワークの求人情報の提供
・県労政事務所の女性相談員に主催講座や育児
サークルの開催日に来てもらい、再就職等に関す
る情報を提供
【雇用促進室】
･求職者支援のためのセミナーの開催
・就職、転職、再就職などの各種情報の収集及び提供

【雇用促進室】
・再就職支援セミナーの開催や再就職のための各
種情報の提供

人権男女共同参画課
雇用促進室

基本目標
３

具体的目標
（９）

男女が共に働き 女性の経済活動
やすい環境整備 の支援

施策の方向

№

22 女性の再就
職に向けた支援
の充実

78

23 女性起業家
の育成支援

（10）

24 女性の経済
的地位向上と就
活力ある農山村に 業条件の整備
向けた男女共同
参画の確立

25 農業を生かし
た地域づくりへの
支援

具体的施策
再就職のための
能力開発支援

具体的施策の詳細
結婚や子育て、介護などで離職した人の再就職
の支援をするため、能力開発に向けた研修会の
実施や資格取得のための学習機会の充実を図り
ます。

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

【広報情報課】
【広報情報課】
デジカメ写真で作品制作 1回 14人
・パソコン講座の実施
デジカメ動画でDVD作成 2回 17人
マルチメディア情報センターにて
・託児が可能なセミナーとして、WordやExcelの初心者コース
を5回開催した。
・再就職セミナー（雇用促進室のと連携事業）
Excel2010 11回 参加者175人
Word2010
11回 参加者151人
・Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ講座
超入門
2講座
参加者 20人
初級講座
1講座×4回 参加者 延べ72人
ステップアップ講座 1講座×4回 参加者 延べ32人
【人権男女共同参画課】
・講座の実施

【人権男女共同参画課】
・資格取得支援講座、再就職支援講座の開催

【雇用促進室】
・再就職支援セミナーの開催 12回 152人

【雇用促進室】
・再就職支援セミナーの開催

担当課
広報情報課
人権男女共同参画課
雇用促進室

79

再就職や転職な
ハローワーク上田など関係機関と連携を強化 ・ハローワーク上田等の関係機関と連携し、雇用促進室での ・雇用促進室での求職者・生活者支援のための相
どに関する相談の し、就職や転職、再就職のための相談体制の充 労働雇用に関する総合的な相談を専門家（社会保険労務
談窓口と、ハローワーク上田及び関係機関との連
充実
実を図ります。
士）により実施
携

雇用促進室

80

女性起業家の育
新しく事業を起こそうとする女性に対して各種情 【商工課】
成支援
報の提供や相談体制の充実を図り、支援をしてい 平成24年度「新規開業資金」26件、75,900千円あっせん。そ
きます。
のうち女性は3件、3,300千円をあっせん実行。

商工課
上田情報ライブラリー
人権男女共同参画課

81

【商工課】
・市制度資金「新規開業資金」のあっせん

【上田情報ライブラリー】
・仕事・資格の応援コーナーを設置し、関係図書やパンフを
配置

【上田情報ライブラリー】
・仕事・資格の応援コーナーを設置し、関係図書や
パンフを配置

【人権男女共同参画課】
・6月,11月「女性起業家と話そう！月1サロン」を開催(35人)

【人権男女共同参画課】
・長野県男女共同参画センターとの共催による「女
性起業家と話そう！月1サロン」の開催

農業における男
農業に携わる女性の労働や生活環境の改善を 【人権男女共同参画課】
女共同参画の推進 図り、政策・方針決定の場等への女性の参画を推 ・実施なし
進します。

【人権男女共同参画課】
・関係機関と連携し啓発活動を検討

人権男女共同参画課
農政課

【農政課】
・講義1回、実習2回実施

【農政課】
・実習は2回実施、講義は10月以降の予定

・講義1回、実習2回実施

・講義、実習の実施

農政課

82

女性農業者の育
就農自立支援のための講義や実習を開催しま
成
す。また、農村女性グループの活動や女性農業
者のネットワークづくりを支援します。

83

男女共同参画の
農業に従事する家庭での家族経営協定の締結 ・新たな協定を5件締結
視点に立った農業 を促進し、男女が経営に対等に参画できる環境づ
経営の推進
くりを推進します。

・新たな協定の締結促進（目標5件）

農業委員会事務局

84

農業分野におけ
農村生活マイスター等の女性リーダーを育成し ・農村生活マイスター（女性リーダー）の認定
る女性リーダーの ます。
育成
起業活動等の支
グリーンツーリズム、消費者等の交流など、食を ・活動交換会米粉料理等の講習会を実施
援
はじめとする豊かな地域資源を生かす女性や若
者の取組みを支援します。

・農村生活マイスター（女性リーダー）の認定

農政課

・活動交換会米粉料理等の講習会を実施

農政課

85

基本目標
４

具体的目標

施策の方向

（11）

26 ライフステー
ジに応じた性の尊
心豊かに暮らせ 人権としての性の 重の意識の啓発
る生活環境の整 尊重
備

№
86

具体的施策
性の尊重の意識
の啓発

具体的施策の詳細

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

それぞれのライフステージに応じて、各種情報や 【人権男女共同参画課】
【人権男女共同参画課】
学習機会を提供します。
・11/23 「お産フェスタinうえだ」に協力
・成人式対象者にパンフレット配布
・成人式対象者にパンフレット配布「愛ってなに？～若者の愛 ・11/23「お産フェスタinうえだ」に協力
と暴力を考える～」(3,500部)
【健康推進課】
思春期保健の推進
・出前講座「思春期の身体づくり」1回（100人）
・高校生を対象にした教育2回（437人）
・成人式対象者にチラシ配布の実施
・健康な母体づくりのための講演会（22人）

【健康推進課】
思春期保健の推進
・出前講座「思春期の身体づくり」
・高校生を対象にした教育
・成人式対象者にチラシ配布の実施
・健康な母体づくりのための講演会

妊娠出産をめぐる知識の普及啓発
・妊娠届出時健康教育、保健指導（1234人）
・父親のための育児支援の実施 父親手帳配布（妊娠届出時
全員）、両親学級の開催（妊婦295人、夫192人、その他8人）

妊娠出産をめぐる知識の普及啓発
・妊娠届出時健康教育、保健指導
・父親のための育児支援の実施 父親手帳配布（妊
娠届出時全員）、両親学級の開催

担当課
人権男女共同参画課
健康推進課
公民館

【城南公民館】
「いのちの講座」 誕生学を応用して命や性につい
て肯定的にとらえる意識を作る講座の開催

27 あらゆる暴力
根絶のための意
識啓発

87

各関係機関との
連携

88

ドメスティック・バ
ドメスティック・バイオレンス防止のためパンフ
イオレンス防止の レットの配布等を通じて意識啓発を推進します。
意識啓発
暴力を受けた被
関係機関と連携し、安全を確保し保護救済体制
害者に対する支援 を整備します。

89

各関係機関との連携の充実に努めます。

・思春期保健関係者連絡会議（産婦人科医・養護教諭・保健 ・思春期保健関係連絡会議（産婦人科医・養護教
福祉事務所保健師等による情報交換等）の実施
諭・保健福祉事務所保健師等による情報交換等）

健康推進課

・成人式対象者にデートDVパンフレットを配布(3,500部)
・チラシ、ポスター、パンフ類を配架・掲示

人権男女共同参画課

【人権男女共同参画課】
・他課の相談員と連携し相談の充実を図った
・6月、10月「家庭モラル・ハラスメントを知る講座」（47人）
【子育て・子育ち支援課】
･DV相談121件 一時保護3件 緊急避難0件

90

人権男女共同参画課
子育て・子育ち支援課

【子育て・子育ち支援課】
・DV相談随時受付、必要な措置の実施

子どもに対する暴 子どもに対する暴力・虐待防止のためパンフレッ 【人権男女共同参画課】
【人権男女共同参画課】
力・虐待防止の意 トの配布等を通じて意識啓発を推進します。
・チラシ、ポスター、パンフ類を配架・掲示
・小学校高学年児童を対象に啓発資料を配布
識啓発
・8/2子どもを虐待から守るためにできること「僕が走って訴え ・チラシ、ポスター、パンフ類を・配架・掲示
たかったこと～子どもを安心して育てられる社会を目指して
～」講演・パネルディスカッション 講師：甲斐英幸さん (18人)
【子育て・子育ち支援課】
・虐待防止講演会の開催（H26.11.26） 86名参加
・市施設、学校、保育園等へパンフレット、ポスターの配布
・オレンジリボン街頭啓発活動（H26.10.26）

91

・成人式用にデートDVパンフレットを配布予定
・チラシ、ポスター、パンフ類を配架・掲示
・6、10、11月「家庭モラルハラスメントを知る」開催
【人権男女共同参画課】
・他課の相談員と連携し相談の充実を図る

人権男女共同参画課
子育て・子育ち支援課

【子育て・子育ち支援課】
・虐待防止月間（11月）に合わせて実施

被害を受けた子ど 関係機関と連携し、安全を確保し保護救済体制 ・虐待通報（疑いを含む） 80件 安否確認を実施し、関係機 ・被害児童を確認次第、遅滞なく対応する
もに対する支援
を整備します。
関との連携により必要な対応を実施
・要保護児童対策連絡協議会において、個別ケースの進行
管理

子育て・子育ち支援課

基本目標
４

具体的目標

施策の方向

（11）

27 あらゆる暴力
根絶のための意
心豊かに暮らせ 人権としての性の 識啓発
る生活環境の整 尊重
備

№
92

具体的施策

具体的施策の詳細

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

セクシャル・ハラス 地域や企業におけるセクシャル・ハラスメント及 【人権男女共同参画課】
メント及びパワー・ びパワー・ハラスメント防止の意識づくりを進めま ・出前講座で実施
ハラスメント防止の す。
4/4 長野計器㈱（16人）
意識啓発
11/20 高齢者学園（56人）
・チラシ、ポスター、パンフ類を配架・掲示
【雇用促進室】
・チラシ、ポスター、パンフ類を・配架・掲示

93

メディアにおける
性・暴力表現への
対応

94

相談窓口の設置

【人権男女共同参画課】
・チラシ、ポスター、パンフ類を配架・掲示
・出前講座等で意識啓発

悩みごと、人権、性、暴力、セクシャル・ハラスメ
ント等についての相談体制を充実します。

人権男女共同参画課
雇用促進室

マルチメディア情報セン
ター
人権男女共同参画課

【人権男女共同参画課】
・関係課と連携し、啓発活動を行う

【市民課】
【市民課】
・バイリンガルの相談員を前年度に続き配置し、相談体制の ・バイリンガルの職員を配置し、総合相談を実施
充実を図った。
・月～金 ポルトガル語、スペイン語
・金曜日午後 中国語
【人権男女共同参画課】
・弁護士相談47件
・専任相談員187件（就業7件、育児1件、健康1件、家庭124
件、その他54件）
・広報、ホームページなどで相談事業のPR
・女性相談カードの作成と配布
・火、木、土に専任の相談員による相談を実施
・月1回女性弁護士による法律相談を実施

担当課

【雇用促進室】
・チラシ、ポスター、パンフ類を・配架・掲示

女性や子どもを専ら性的ないし暴力行為の対象 【マルチメディア情報センター】
【マルチメディア情報センター】
としてとらえたメディアの性・暴力表現は、男女共 ・出前講座「インターネット安全教室」を22回、1,620人に実施 ・出前講座の実施
同参画社会の形成を大きく阻害するものであると した。
いう観点から広報啓発を行うとともに、メディア・リ
テラシー向上のための取組を推進します。
【人権男女共同参画課】
・未実施

28 相談機能の
充実

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

【人権男女共同参画課】
・広報、ホームページなどで窓口のPR
・火、木、土に専任の相談員による相談を実施
・月1回女性弁護士による法律相談を実施

【生活環境課】
・広報、ホームページなどで相談窓口のPRを実施
・相談窓口一覧表を作成し、全戸配布
・毎週月～金曜日に専任の相談員による相談を実施
・月2回弁護士による法律相談を実施
・月1回上田地域、丸子地域で行政相談を実施

【生活環境課】
・広報、ホームページなどで窓口のPR
・相談窓口一覧表の全戸配布
・毎週月～金曜日に専任の相談員による相談を実
施
・月2回弁護士による法律相談を実施
・月1回上田地域、丸子地域で行政相談を実施
【健康推進課】
【健康推進課】
随時、相談の実施（健康相談の一環として実施し、必要時専 随時、相談の実施（健康相談の一環として実施し、
門相談機関を紹介）
必要時専門相談機関を紹介）
【子育て・子育ち支援課】
【子育て・子育ち支援課】
･電話相談560件
・午前9時から午後4時まで女性相談員が対応
（夫婦関係305件、子ども・親族関係143件、交際相手3件、家
庭関係37件、経済関係37件、医療関係29件、住居問題6件）
・面接相談483件
（夫婦関係237件、子ども・親族関係138件、交際相手7件、家
庭関係15件、経済関係28件、医療関係47件、住居問題11件）

市民課
人権男女共同参画課
生活環境課
健康推進課
子育て・子育ち支援課

基本目標
４

具体的目標
（11）

施策の方向

№

28 相談機能の
充実

95

具体的施策
相談窓口の連携
と充実

具体的施策の詳細

市民相談等の窓口との連携を強化し、相談体制 【人権男女共同参画課】
を充実します。
・窓口相談担当者会議の開催

心豊かに暮らせ 人権としての性の
る生活環境の整 尊重
備

29 生涯を通じた
健康づくり支援

96

健康づくりの推進

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

情報紙等により健康づくりを普及するとともに、
健康推進委員や食生活改善推進委員を育成し、
市民の健康づくりを推進します。

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）
【人権男女共同参画課】
・窓口相談担当者会議の開催

担当課
人権男女共同参画課
生活環境課
子育て・子育ち支援課

【生活環境課】
・相談窓口一覧表を作成した
・相談者からの相談内容に応じ、随時相談窓口を紹介
【子育て・子育ち支援課】
・3/24窓口相談担当者研修への参加

【生活環境課】
・相談窓口一覧表の作成
・相談者への相談窓口紹介
【子育て・子育ち支援課】
・他の窓口との連携を強化を図る

第二次上田市民総合健康づくり計画による、健康づくり事業
の実施
・各種健康づくり講座参加者のべ6328人
・健康推進委員研修テーマ （特定健診受診して糖尿病予
防、栄養・食生活について 心の健康づくりについて、ウォー
キング）
・健幸都市講演会（２回）の開催
・毎月21日は健康づくりの日事業の実施

「健康幸せづくりプロジェクト事業」の推進
健康推進課
・健康づくりチャレンジポイント制度
・健幸ウォーキング事業
・インターバル速歩実践講座・継続者支援
・各保険者との連携
・ウォーキング事業の実施
糖尿病フォーラムの開催
・毎月21日は健康づくりの日事業の継続
・健康推進委員研修テーマ（身体活動・運動につい
て親と子の健康づくり、特定健診を受診して糖尿病
予防）

97

心の健康づくりの 心の健康づくりをテーマとした講演会、相談等を ・こころの健康づくり講演会の開催 157人参加
推進
通じて、市民の心身の健康維持・増進に努めま
ひきこもり対策事業
す。
・ひきこもり家族教室5回 のべ156人
・ひきこもり個別相談26回のべ80人
社会復帰事業
・デイケア36回（151人）
・水中リラックス教室42回（98人）
相談事業
・こころの相談（精神保健福祉相談員）5回（相談件数5件）
・保健師による精神保健相談（訪問356人、来所相談715人、
電話相談784人、メール相談180人 ※いずれも延べ人数）

・こころの健康づくり講演会の継続開催
・ゲートキーパー養成研修会の開催
・ひきこもり対策事業
・デイケア、社会復帰事業の実施
・こころの相談の実施

98

健康を増進するた 各種健康診査を充実し、受診を進めるとともに正
めの支援の充実
しい健康状態を知り、積極的に健康を増進するた
めの支援をします。また、リーフレットや広報・有線
で情報提供等を図ります。

・集団、個別の各種検診の実施及び情報提供、個 健康推進課
別保健指導
・検診料金の免除（非課税・生活保護者、節目年
齢、クーポン事業）
・健康診査後フォロー事業（疾病予防・重症化予防）
・生活習慣病予防講座と運動プログラムの提供
・広報啓発活動の実施

99

食育の推進

・集団、個別の各種検診の実施及び情報提供、個別保健指
導
・検診料金の免除（非課税・生活保護者、節目年齢、クーポン
事業）
・健康診査後フォロー事業（疾病予防・重症化予防）延べ
3,805人（特定保健指導対象者1,413人、その他2,392人）
・生活習慣病予防講座と運動プログラムの提供
・広報啓発活動の実施

健康推進課

男女を問わず「食」に関する知識と「食」を選択す 平成23年度に策定した「上田市食育推進計画」の周知と推進 平成23年度に策定した「上田市食育推進計画」の周 健康推進課
る力を習得し、健全な食生活を実践する能力を育 ・プレママクッキング85人
知と推進
むために、食育に関する施策を推進します。
・乳幼児健診離乳食指導 年間328回
・プレママクッキング
・健康づくり支援事業 健康教室各種906人
・乳幼児健診離乳食指導
・思春期の食育（高校生）234人
・健康づくり支援事業 健康教室各種の開催
・青年期の食育29人
・思春期（高校生）の食育
・青年期の食育
・壮年期の食育

基本目標
４

具体的目標
（12）

心豊かに暮らせ 男女の生涯にわ
る生活環境の整 たる健康支援
備

具体的施策

具体的施策の詳細

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

施策の方向

№

30 性と生殖に関
する健康と権利
（リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライ
ツ）についての意

100

リプロダクティブ・
女性が生涯にわたって健康を享受することは、
ヘルス／ライツに関 重要な人権であるという観点から、女性の性と生
する意識の浸透
殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/
ライツ）の啓発に努めます。

101

母子保健事業の
周知・徹底

妊娠から出産まで一貫した母子保健事業の周 ・妊娠届出時健康教育、保健指導
知・徹底を図り、安心して出産ができる体制づくり ・父親のための育児支援として父親手帳配布（妊娠届出時全
を進めます。
員）、両親学級の開催36回（妊婦260人、夫186人、その他7
人）
・助産師による妊婦相談の実施

・妊娠届出時健康教育、保健指導
健康推進課
・父親のための育児支援として父親手帳配布（妊娠
届出時全員）、両親学級の開催
・助産師による妊婦相談の実施

102

不妊等に悩む人
への相談・支援

不妊等に対する相談や情報提供を関係機関と
実施し、必要な支援をします。

・不妊症相談（随時）
・不妊症治療費補助

・講座・講演会の実施
・11/23 「お産フェスタinうえだ」に協力
・成人式対象者にパンフレット配布「愛ってなに？～若者の愛
と暴力を考える～」(3,500部）

・不妊症相談（随時）
・不妊症治療費補助金交付者66人

31 健康を脅かす 103
健康を脅かす性
HＩⅤ／エイズ、性感染症についての正しい知識 ・出前講座「思春期の身体づくり」2回（283人）
問題についての
感染症対策の推進 を身につけられるよう啓発を推進します。
・高校生を対象にした教育2回（462人）
対策の推進
・成人式対象者にチラシ配布の実施
・思春期保健関係者連絡会議1回（産婦人科医、養護教諭、
保健福祉事務所、保健師等による情報交換）

32 ひとり親家庭
の生活と自立支
援

・9/6「こころが生きるいのちの講座」
・11/23「お産フェスタinうえだ」に協力
・成人式対象者にパンフレット配布
・必要な情報の提供を図る

健康に影響を及
薬物乱用や喫煙、飲酒等の人体への影響につ ・たばこの害について肺がん検診時にパンフレットを配布。保
ぼす有害物質への いての情報を提供し、乱用防止の普及啓発を進め 健師が同時に喫煙者への禁煙指導を行った
対応
ます。
・妊婦を対象にたばこの害について母子保健手帳発行後、う
ぶごえ学級等での啓発
・薬物乱用防止のための広報啓発活動（ポスター掲示、街頭
キャンペーン）

105

相談及び支援の
充実

関係機関と連携し、様々な悩みに対する相談体 【子育て・子育ち支援課】
制を充実し、ひとり親家庭の自立に向けて支援し ･母子自立支援員２名配置し相談実施
ます。
【上野が丘公民館】
【上野が丘公民館】
・5/24 ひとり親家庭暮らし応援講座2014 「いろいろなシアワ ・11/29ひとり親家庭暮らし応援講座2015 「いろい
セのカタチ」講師：赤石千衣子さん
ろなシアワセのカタチ」講師 大矢さよ子さん

106

子育て支援の充
実

子育て支援のための家庭協力員の派遣事業等 ･日常生活支援員ホームヘルパー派遣5件延149時間
の充実を図ります。

107

経済的負担の軽
減

児童扶養手当及び福祉医療制度の周知・徹底を
図るとともに、必要に応じて、母子貸付、生活保
護、準要保護など各種制度の利用につながるよう
関係機関と連携し、ひとり親世帯の自立に向けた
支援を行います。また、市営住宅への優先入居制
度の利用を図ります。

【福祉課】
・生活相談431件、生活保護申請96件
【子育て・子育ち支援課】
･児童扶養手当受給者1,453件
請受付8件

人権男女共同参画課

健康推進課

・出前講座「思春期の身体づくり」
健康推進課
・高校生を対象にした教育（随時）
・成人式対象者にチラシ配布の実施
・思春期保健関係者連絡会議（産婦人科医、養護教
諭、保健福祉事務所、保健師等による情報交換）

104

【住宅課】
・優先入居継続実施 18件

担当課

・たばこの害について肺がん検診時にパンフレットを 健康推進課
配布。保健師が同時に喫煙者への禁煙指導を行
う。
・妊婦を対象にたばこの害について母子保健手帳
発行後、うぶごえ学級等での啓発
・薬物乱用防止のための広報啓発活動（ポスター掲
示、街頭キャンペーン）
【子育て・子育ち支援課】
子育て・子育ち支援課
・母子自立支援員２名配置し相談実施
公民館

・日常生活支援員ホームヘルパー派遣

子育て・子育ち支援課

【住宅課】
・優先入居継続実施

住宅課
福祉課
子育て・子育ち支援課

【福祉課】
・生活相談及び生活保護適用による自立支援の実
施
・「まいさぽ上田」（生活・就労支援センター）による
【子育て・子育ち支援課】
母子寡婦福祉資金貸付申 ・児童扶養手当支給
・母子寡婦福祉資金貸付申請受付

基本目標

具体的目標

施策の方向

№

具体的施策

具体的施策の詳細

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）

女性に対する支
高齢であること、障害があること等に加え、女性 ・3/8 国際女性デー上小地区記念集会(110人)
33 高齢者・障害 108
援
であることで更に複合的に困難な状況に置かれて
者・外国人が安心
いる人たちに対して、必要な取組を進めます。
心豊かに暮らせ 生活の安定と福祉 して暮らせる環境
る生活環境の整 の充実
の整備
109
男女共同参画の
男女とも安心して生活できるよう「上田市高齢者 ・高齢者学園参加人数 151人
備
視点に立った高齢 福祉総合計画」を推進します。
・老人ｸﾗﾌﾞ活動（116ｸﾗﾌﾞ 7,132人）
者に対する理解の
・高齢者福祉センター利用者延人数
促進と地域福祉の
上田地域 93,155人
充実
丸子地域 24,556人
真田地域 11,894人
武石地域 1,039人
・シルバー人材センター会員数 2,006人
・配食ｻｰﾋﾞｽ利用食数 80,831食
・生活支援型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用回数 1,158回
・生きがいデイービス利用回数 1,503回
・外出支援ｻｰﾋﾞｽ利用回数 571回
・通所型介護予防事業参加者数 515人
・訪問型介護予防事業参加者数 10人
・上田市介護予防サポーター養成人数 39人
・おたっしゃ教室 95会場、 1,771人
４

（13）

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）
・講演会、講座等の実施
・出前講座での啓発

担当課
人権男女共同参画課

・高齢者学園、老人ｸﾗﾌﾞ活動、高齢者福祉セン
高齢者介護課
ター、シルバー人材センターなど活動の拡充を図る
・地域密着型介護保険施設の基盤整備を図る。
・配食ｻｰﾋﾞｽ、生活支援型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ、生きが
いﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、外出支援等自立支援を実施。
・通所型、訪問型介護予防事業、介護予防サポー
ター育成、おたっしゃ教室を実施

33 高齢者・障が 110
男女共同参画の
男女ともに安心して生活できるよう 「上田市障害 ・「第四期上田市障害福祉計画」の策定（審議会4回開催）
・「第二次上田市障害者基本計画」の推進
障がい者支援課
い者・外国人が安
視点に立った障が 者基本計画」を推進します。
・「障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針」の推進 ・「第四期上田市障害福祉計画」の推進
心して暮らせる環
い者に対する理解
・「第二次上田市障害者基本計画」の推進
・上小圏域４市町村共同設置の障害者総合支援セ
境の整備
の促進と地域福祉
・障害者団体懇談会開催（1回、10団体、17人）
ンター、及び成年後見支援センターの有効活用と、
の充実
・出前前講座（2回、43人）
障害者の権利擁護の推進
・上小圏域障害者総合総合支援センター（上田市分相談件数 ・相談支援事業をはじめ、障害者総合支援法におけ
4,885件）
る障害福祉サービスの円滑な推進
・上小圏域成年後見支援センター（上田市分相談件数292件） ・地域生活支援事業及びその他各種事業の円滑な
・虐待防止センター（通報件数11件）
実施と必要な見直し
・上小圏域障害者自立支援協議会（3回） 専門部会（7部会
合計34回）
111

心身障害児に対
する支援の充実

障害を持つ子どもが健やかに成長していくため
の支援を専門機関と連携し進めます。

【健康推進課】
・育児相談、家庭訪問等の実施
【保育課】
･発達支援担当保育士による支援のほか、専門機関による保
育士等の巡回指導とともに、ひとまちげんき・健康プラザうえ
だを拠点として保護者の相談事業（36回）を実施

【健康推進課】
・育児相談、家庭訪問等の実施

健康推進課
保育課

【保育課】
・発達支援担当保育士による支援のほか、専門機
関による保育士等の巡回指導とともに、ひとまちげ
んき・健康プラザうえだを拠点に保護者の相談事業
を実施予定
112
外国籍市民の支
上田市多文化共生推進協会を核として、関係機 ・上田市多文化共生推進協会と協働して、様々な事業を実施 ･外国籍市民の日本語習得支援と未来を担う子ども 市民課
援と多文化共生の 関及び団体と連携・協働し、コミュニケーションや した。
たちの育成
まちづくりの推進
生活面におけるさまざまな支援を推進し、多文化 ・ボランティア講座の修了者ほかを、外国人児童・生徒の日 ・フェスタや講演会の開催による交流と市民理解の
共生の地域づくりを目指します。
本語習得支援のために小中学校に派遣した（4人）。
促進
・16の国と地域からの参加を得て、うえだ多文化交流野外
・多言語での広報紙の発行等により、外国籍市民へ
フェスタを菅平で実施した（197人）。
の情報提供の充実
・外国語で広報紙を発行し、学校や企業等に配布した（ポルト
ガル語12回、中国語6回）。

基本目標
４

具体的目標
（13）

施策の方向

№

34 介護者のた
めの福祉の充実

113

具体的施策
介護支援事業の
推進

心豊かに暮らせ 生活の安定と福祉
る生活環境の整 の充実
備

具体的施策の詳細
在宅で介護をする介護者の精神的、身体的及び
経済的な負担を軽減するため介護者の支援を進
めます。また、家族で介護の悩みを抱え込むこと
のないよう各種情報の発信に努めます。

★平成26年度の実施状況
（27年3月末現在）
【高齢者介護課】
・介護者の会（5回実施）
・介護者だより（年2回発行）
・家庭介護者慰労金 1,251人
・もの忘れ・認知症相談 30回
・紙おむつ代助成金 208人
・徘徊高齢者家族支援事業補助金 4人

★平成27度の実施計画
（27年4月現在）

担当課

・介護者の会、介護者だより、家庭介護者慰労金、 高齢者介護課
もの忘れ・認知症相談、紙おむつ代助成金、徘徊高 丸子市民生活課
齢者家族支援事業補助金等の実施

【丸子市民生活課】
・10/22「シルキーフォーラム」演題「いたわりあう社会へ～家
族介護者から見えてきたもの～」講師 望月祐子（30人）

（14）

35 男性にとって
の男女共同参画
男性にとっての男 の推進
女共同参画の推
進

114

介護保険の円滑
な実施

115

116

117

介護保険制度の目的を踏まえながら、低所得者 ・介護保険料利用料助成給付認定 901人
の介護保険利用料の負担の軽減等、在宅サービ
スの利用促進を図ります。

・介護保険料利用料助成給付を実施

高齢者介護課

男性にとっての男 男性の固定的性別役割分担意識の解消を図る ・出前講座での啓発
女共同参画意識の ため、啓発活動や学習機会の提供を行います。 4/4 長野計器㈱（16人）
啓発
11/20 高齢者学園（56人）
・職員研修会の実施
4/16 新規採用職員研修会(27人)
1/28 職員研修会
・チラシ、ポスター、パンフ類を配架・掲示

・講演会、講座等の実施
・出前講座での啓発

人権男女共同参画課

男性が家庭生活
男性も育児休業、介護休業がとれる職場環境の 【人権男女共同参画課】
に関われる職場環 整備について、企業等への働きかけと制度の普及 ・出前講座での啓発
境の整備
を図ります。
4/4 長野計器㈱（16人）
11/20 高齢者学園（56人）

【人権男女共同参画課】
・出前講座の実施
・モデル事例の紹介（事業者表彰者など）

人権男女共同参画課
雇用促進室

男性が育児に積
子育て支援団体と連携し、父親が育児に関する
極的に参加するた 知識や技術を習得する機会を設けます。また、共
めの支援
同で育児ができるよう父親としての自覚を促すた
めに「父親のためのパンフレット」の配布や「体験
講座」を開催します。

【雇用促進室】
・チラシ、ポスター、パンフ類を・配架・掲示

【雇用促進室】
・チラシ、ポスター、パンフ類を・配架・掲示

【健康推進課】
・上田地域・丸子地域でうぶ声学級の開催

【健康推進課】
・うぶ声学級は上田地域・丸子地域で開催
・上田地域・丸子地域でうぶ声学級の開催
【子育て・子育ち支援課】
・｢父親の育児参加支援講座｣を6回程度開催予定
「パパカレッジ」開催予定（子育て家族応援事業実
行委員会の事業として）

【子育て・子育ち支援課】
・｢父親の育児参加支援講座｣を全4回開催。（子育て家族応
援事業実行委員会の事業として）

健康推進課
子育て･子育ち支援課

