
■　第２章　和歌山県の男女共同参画施策の実施状況　■

１　男女共同参画社会への基盤づくり

（１）地域社会への県民参画促進

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆男女共同参
画センター運
営

青少年・男女
共同参画課
(男女共同参
画センター)

☆男女共同参画をテーマとして県内の
小中高校生を対象にポスターを募集
し、男女共同参画について考える機会
を提供
・男女共同参画啓発ポスター作品募集
(317点応募)
［41］
☆県内のＮＰＯなどの団体から男女共
同参画の推進を目指す事業企画を募集
し、事業委託を行う。
・「みんなに男女共同参画」提案事業
(7団体採択)
 [476]
☆男女共同参画理解者の裾野の拡大と
普及啓発の担い手となる人材の育成を
目的とする。
・はじめての男女共同参画エキスパン
ダー養成講座(基礎編)
参加者:131人

☆男女共同参画をテーマとして県内の
小中高校生を対象にポスターを募集
し、男女共同参画について考える機会
を提供
・男女共同参画啓発ポスター作品募集
［40］
☆県内のＮＰＯなどの団体から男女共
同参画の推進を目指す事業企画を募集
し、事業委託を行う。
・「みんなに男女共同参画」提案事業
 [350]
☆男女共同参画理解者の裾野の拡大と
普及啓発の担い手となる人材の育成を
目的とする。
・はじめての男女共同参画エキスパン
ダー養成講座(実践編)

◆男女共同参
画センター運
営(主催講座
開催)

青少年・男女
共同参画課
(男女共同参
画センター）

☆男女共同参画の推進に向けた県民
　意識の啓発を図るために公開講座
　を開催
・公開セミナー(3セミナー、参加：
462人）
☆りぃぶるフェスタ2016の開催
・参加型のイベント等を盛り込み男女
共同参画がより身近なものに感じられ
るような内容で実施(講師：深澤真紀
さん、参加：延べ900人)
☆男女共同参画の様々な課題をテーマ
に、講義と参加者による交流会を開催
・語り合い広場(2講座、参加:68人)

☆男女共同参画の推進に向けた県民
　意識の啓発を図るために公開講座
　を開催
・公開セミナー
☆りぃぶるフェスタ2017の開催
・参加型のイベント等を盛り込み男女
共同参画がより身近なものに感じられ
るような内容で実施
☆男女共同参画課の様々な課題をテー
マに、講義と参加者による交流会を開
催
・語り合い広場

◆市町村男女
共同参画基本
計画サポート
事業

青少年・男女
共同参画課

☆市町村が男女共同参画基本計画を策
定するにあたり必要とする諸般の事業
を支援
・Ｈ28年度3市3町実施
紀の川市、岩出市、有田市、湯浅町、
広川町、高野町
〔171〕

☆地域住民により身近な市町村が男女
共同参画基本計画を策定するにあたり
必要とする諸般の事業を支援
〔202〕

Ⅰ 元気な和歌山実現に向けた男女共同参画の推進
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■　第２章　和歌山県の男女共同参画施策の実施状況　■

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆ＮＰＯ協働
推進事業

県民生活課 ☆ＮＰＯ等個別訪問の実施
☆ＮＰＯ自立促進に重点をおいた講座
の開催
☆ＮＰＯと行政、企業、またＮＰＯ同
士の交流の促進を図るとともに連携の
強化を目的とした事業を実施
・ＮＰＯと行政、企業等との協働事業
実施のためのコーディネート
・ＮＰＯとの交流事業(ＮＰＯと企業
の交流会を実施)
☆ＮＰＯへの積極的な訪問活動の展開
及び全庁へ情報提供
〔27,932〕

☆特定非営利活動促進法に基づくＮＰ
Ｏ法人の認証
☆ＮＰＯ情報の収集及び庁内への情報
発信
☆ＮＰＯと行政等との協働促進
☆交流スペース等の提供、維持管理
☆ＮＰＯからの各種相談への対応
☆情報発信（HP運営・情報誌作成・
メールマガジン配信）
☆中間支援組織との連携
〔27,632〕

◆和歌山県地
球温暖化防止
活動推進員の
委嘱

環境生活総務
課

☆推進員養成講座
・県地球温暖化防止活動推進センター
が和歌山会場、御坊会場で実施(受講
者計8名)
・3回以上の地域啓発活動等の取組を
経て委嘱予定

☆推進員養成講座または推進員スキル
アップ講座の開催(年6回程度実施)

◆環境学習ア
ドバイザー派
遣

環境生活総務
課

☆自治体・学校・住民団体等が主催す
る学習会・研修会・観察会に環境学習
アドバイザーを派遣
・アドバイザー派遣数:65回
・学習者:延べ3,128名
・アドバイザー登録者数:48名

☆環境学習アドバイザー派遣事業を核
に、自治体・学校・住民団体等と幅広
いパートナーシップの構築を図り、環
境学習・環境保全活動の場や機会を提
供する。

◆ボランティ
ア推進事業
【県災害ボラ
ンティアセン
ターパート
ナーシップ促
進事業】

福祉保健総務
課

【県災害ボランティアセンターパー
　トナーシップ促進事業】
☆災害ボランティア活動支援研修：
　5回
☆災害時対応訓練
・災害ボランティアセンター設置運
　営訓練等：4回
☆県災害ボランティアセンター運
　営･活動参加・整備事業
・ストックヤード配備：8カ所(累計)
・災害ボランティア登録促進
・情報提供(HP、広報誌)：随時
・その他啓発活動(各種地域防災関
　連事業への参加等)
〔8,443〕

【県災害ボランティアセンターパー
　トナーシップ促進事業】
☆災害ボランティアセンター運営中核
者の養成研修：年４回
☆防災とボランティア学習事業
・防災ワークキャンプの実施
　：年１回２日間
☆県災害ボランティアセンター運
　営･啓発事業
・ストックヤード配備：9カ所(累計)
・災害ボランティア登録促進
・情報提供(HP、広報誌)：随時
・その他啓発活動(各種地域防災関
　連事業への参加等)
〔20,667〕

◆支え合いの
ふるさとづく
り事業

福祉保健総務
課

☆市町村地域福祉計画の策定及び見
　直し促進
・市町村への地域福祉計画策定及び
　改定の働きかけ、関連情報の提供
・地域の福祉課題を解決するため、
　地域住民が参画して行う試行的・
　先駆的な事業で、市町村地域福祉
　計画に位置付けられた事業又は、
　地域福祉のモデルとなるような事
　業に対する補助
・県社会福祉審議会地域福祉専門分
　科会の開催
〔2,678〕

☆市町村地域福祉計画の策定及び見
　直し促進
・市町村への地域福祉計画策定及び
　改定の働きかけ、関連情報の提供
・地域の福祉課題を解決するため、
　地域住民が参画して行う試行的・
　先駆的な事業で、市町村地域福祉
　計画に位置付けられた事業又は、
　地域福祉のモデルとなるような事
　業に対する補助
・県社会福祉審議会地域福祉専門分
　科会の開催
〔2,844〕
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■　第２章　和歌山県の男女共同参画施策の実施状況　■

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆学校開放月
間の設置

教育委員会
義務教育課

☆各学校ごとに、地域に学校開放月間
の広報活動を推進
☆県教育委員会のＨＰにすべての学校
の実施内容を掲載

☆各学校ごとに、地域に学校開放月間
の広報活動を推進
☆県教育委員会のＨＰにすべての学校
の実施内容を掲載

◆地域子育て
支援拠点事業

子ども未来課 ☆地域の乳幼児及び保護者の相互交流
の場を開設し、子育てについての相
談、情報提供等の援助を行う市町村へ
の支援    〔111,649〕

☆「紀州っ子健やかプラン」の目標達
成に向け、市町村に対し指導
〔114,817〕

◆わかやま子
育て支援パス
ポート事業

子ども未来課 ☆平成27年度に内閣府から「子育て支
援パスポート事業」全国共通展開の協
力要請を受け、和歌山県もその主旨に
賛同し平成28年4月1日より「わかやま
子育て支援パスポート事業」として全
国共通展開に参加している。
☆ＨＰ、のぼり、ステッカー等により
新制度の周知を実施
☆協賛店舗の拡大

☆ＨＰ、のぼり、ステッカー等により
制度の周知を実施
☆協賛店舗の拡大

（2）活力ある農山漁村型地域の実現に向けた男女のパートナーシップの確立

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆アグリミズ
等チャレンジ
21事業※

経営支援課 ☆農村女性の起業活動促進
・起業活動支援研修・交流会の開催：
23回  　〔1,462〕

　事業終了

※農村女性・高齢者の社会参画支援

◆グリーン
ツーリズム推
進事業※

果樹園芸課 ☆市町村が指定するグリーンツーリズ
ム推進エリアにおいて、地域の農林資
源を活用した体験・交流施設等の整備
や地域による情報発信活動など、農林
業と観光を融合した取組を総合的に支
援。    〔2,277〕

☆市町村が指定するグリーンツーリズ
ム推進エリアにおいて、地域の農林資
源を活用した体験・交流施設等の整備
や地域による情報発信活動など、農林
業と観光を融合した取組を総合的に支
援。    〔14,232〕

（3）高齢者や障害のある人が安心して生き生きと暮らせるための取組

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆喜びの国づ
くり推進事業

長寿社会課
(高齢者生活
支援室)

☆県いきいき長寿社会センターが実施
する高齢者のスポーツ・文化・健康づ
くり・生きがいづくり・仲間づくり、
社会参画事業等に支援を行う。
・喜の国いきいき健康長寿祭の開催
・全国健康福祉祭「ねんりんピック」
への選手派遣
・高齢者の社会貢献活動を推進するた
め、シニアリーダーバンクの充実とグ
ループ活動立ち上げに向けた支援等を
実施する。
〔20,150〕

☆県いきいき長寿社会センターが実施
する高齢者のスポーツ・文化・健康づ
くり・生きがいづくり・仲間づくり、
社会参画事業等に支援を行う。
・喜の国いきいき健康長寿祭の開催
・全国健康福祉祭「ねんりんピック」
への選手派遣
・高齢者の社会貢献活動を推進するた
め、シニアリーダーバンクの充実とグ
ループ活動立ち上げに向けた支援等を
実施する。
〔19,999〕

※農山村での観光客の受入れを通じ農林業者の所得向上を図るため、体験・交流施設の整備、地域による情報発信活動などを総合的
に支援
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■　第２章　和歌山県の男女共同参画施策の実施状況　■

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆地域におけ
る介護予防の
推進

長寿社会課
(高齢者生活
支援室)

☆県がこれまで開発した効果的な介護
予防プログラムの普及について、市町
村等における指導者の養成に重点化を
図り実施する。
〔2,503〕

☆県がこれまで開発した効果的な介護
予防プログラムの普及について、市町
村等における指導者の養成に重点化を
図り実施する。
〔2,503〕

◆老人福祉施
設整備事業

長寿社会課 ☆第7次県老人保健福祉計画及び第6次
県介護保険事業支援計画(わかやま長
寿プラン2015)(平成27～29年度)の計
画達成に向けた施設整備の推進
〔681,500〕（平成27年度からの繰越
分）

☆第7次県老人保健福祉計画及び第6次
県介護保険事業支援計画(わかやま長
寿プラン2015)(平成27～29年度)の計
画達成に向けた施設整備の推進
〔385,000〕+〔437,500〕(平成28年度
からの繰越分）

◆介護保険制
度啓発事業

長寿社会課 ☆介護保険制度の周知徹底を図り、制
度の円滑な運営を促進
・各種研修会で、介護保険制度啓発パ
ンフレットを活用し、制度を周知
・介護保険に関する各種情報提供
(社会福祉法人等による負担軽減制度
について、ラジオ県庁だよりで放送)
・和歌山県介護保険事業年報作成
〔2,679〕

☆介護保険制度の周知徹底を図り、制
度の円滑な運営を促進
・各種研修会で、介護保険制度啓発パ
ンフレットを活用し、制度を周知
・介護保険に関する各種情報提供
(社会福祉法人等による負担軽減制度
について、ラジオ県庁だよりで放送)
・和歌山県介護保険事業年報作成
〔2,384〕

◆わかやま元
気シニア生き
がいバンク事
業

長寿社会課
(高齢者生活
支援室)

☆和歌山県社会福祉協議会内に「わか
やま元気シニア生きがいバンク」を設
置し、社会参加を希望する高齢者と人
材の活用を希望する企業・団体等を募
集、登録、Ｗebで公開し、両者を結び
付ける取り組みを行うことで、高齢者
の社会参加活動を推進する。
〔15,518〕

◆障害者ＩＴ
促進事業

障害福祉課 ☆ＩＴの活用により障害者の自立や社
会参加が促進されるよう、①障害者を
対象としたＩＴ講習会を開催、②障害
者宅を訪問してＩＴ機器の操作等の支
援を行うパソコンボランティアの養成
や派遣を行った。
①障害者ＩＴ講習会開催(参加:41人)
②障害者パソコンボランティア養成・
派遣(養成:44人、派遣:65人)
〔1,515〕

☆ＩＴの活用により障害者の自立や社
会参加が促進されるよう、①障害者を
対象としたＩＴ講習会を開催、②障害
者宅を訪問してＩＴ機器の操作等の支
援を行うパソコンボランティアの養成
や派遣を行う。
①障害者ＩＴ講習会開催
②障害者パソコンボランティア養成・
派遣
〔1,515〕

◆精神保健福
祉

障害福祉課 ☆精神障害者の家族に正しい知識を普
及し病気の早期回復と再発防止を図る
とともに、精神障害者の自立と社会参
加を支援するため、講習会及び普及啓
発等を実施した。
･ 精神障害者家族教室事業において、
講演会や交流会を実施
･ 精神障害者社会参加促進事業におい
て、講習会及び普及啓発を実施
〔342〕

☆精神障害者本人及びその家族への支
援と地域との関わりに重点をおく。
・精神障害等に関する正しい知識や精
神障害者との関わり方を普及・啓発す
ることを目的とした講習会等を実施
し、精神障害者が住みやすい社会につ
ながるような取組を推進
〔493〕
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■　第２章　和歌山県の男女共同参画施策の実施状況　■

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆生涯学習推
進の基盤整備
事業

教育委員会
生涯学習課

☆マナビィスト支援セミナー及び企画
ゼミの実施
・企画ゼミ（紀北： 9名 紀南:17名）
・セミナー（紀北：33名 紀南:61名）
〔1,594〕

☆学びの成果をまちづくりに活かす方
策を考えたり、まちづくりに貢献する
人材を育成する「マナビィスト支援セ
ミナー及び企画ゼミ」を高等教育機関
と連携して実施し、引き続きふるさと
づくりへの県民参画を促進する。
〔874〕

◆地域交通シ
ステム推進
(ノンステッ
プバス導入)

総合交通政策
課

☆県地域公共交通確保維持事業費補助
金（5台）
〔7,605〕
☆ノンステップバス等導入事業を行う
事業者に対し補助金を交付(0台)
〔0〕

☆県地域公共交通確保維持事業費補助
金（14台）
〔34,605〕
☆ノンステップバス等導入事業を行う
事業者に対し補助金を交付(2事業者、
9台)
〔5,945〕

◆地域交通シ
ステム推進
(鉄道駅のバ
リアフリー
化)

総合交通政策
課

☆鉄道事業者等が行う鉄道駅のバリア
フリー化整備事業に対して補助を行う
市町村に補助金を交付
〔0〕

☆鉄道事業者等が行う鉄道駅のバリア
フリー化整備事業に対して補助を行う
市町村に補助金を交付
〔0〕

◆福祉のまち
づくり推進

建築住宅課 ☆「わかやま・福祉のまちづくりマッ
プ」ホームページを更新
☆福祉のまちづくり施設アドバイザー
による既存の公共的施設(民間)、住宅
等に対する施設改善のアドバイスを実
施
〔592〕

☆「わかやま・福祉のまちづくりマッ
プ」ホームページを更新
☆福祉のまちづくり施設アドバイザー
による既存の公共的施設(民間)に対す
る施設改善のアドバイスを実施
〔564〕

（４）多様な立場の人々への取組

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆人権尊重の
社会づくり推
進

人権施策推進
課

☆人権啓発市町村助成事業
・市町村が実施する人権啓発事業に対
する助成(29市町及び4市町村ネット
ワークに対し実施)
☆わかやま人権パートナーシップ推進
事業
・企業・ＮＰＯ等と「県人権尊重の社
会づくり協定」を締結し、協働により
人権啓発活動を実施(平成28年度締結
団体:16団体、平成28年度末までの締
結団体数:256団体)
〔25,382〕

☆人権啓発市町村助成事業
・市町村間の連携を促進し、ネット
ワーク化を図り、県民一人ひとりに人
権啓発の機会を確保する。
☆わかやま人権パートナーシップ推進
・「人権尊重の社会づくり協定」締結
企業・団体実施の人権研修会へ講師派
遣、研修資料の提供
・協定締結団体の活動紹介リーフレッ
トを作成
・イベント情報の提供、取組支援
〔25,620〕
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２　農林水産業、商工業等の分野における取組促進

（１）農林水産業での男女共同参画の推進

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆女性林研部
会への活動支
援

林業振興課 ☆県内4地域での産業まつり等にて、
県産間伐材と野山の草花を使った木工
品の製作体験指導及び森林施業推進に
係るパネルの展示を実施
☆りら創造芸術高等学校及び南部高等
学校龍神分校にて森林・林業体験学習
を実施

☆地域の産業まつり等での体験イベン
ト、学校等での職業体験の実施や団体
の運営にあたり、引き続き支援を行
う。

◆地域農業再
編普及活動事
業

経営支援課 ☆男女を問わず指導・地域・青年農業
士の認定事業を実施
・平成28年度農業士認定状況
　指導農業士：152人(うち女性24人)
　地域農業士：537人(うち女性52人)
　青年農業士：145人(うち女性1人)
・女性の新規認定者：5人
・農業士全体に占める女性の割合：
9.2％
〔569〕

☆優れた女性農業者を「農業士」に認
定し、地域農業の活性化を推進
〔594〕

◆水産振興事
業

水産振興課 ☆漁業士認定事業を実施
　H28認定状況
　指導漁業士：76人(女性5人)
　青年漁業士：43人(女性0人)
　新規認定者：4人(女性1人)
☆漁業士研修会を実施
〔420〕

☆地域漁業の担い手の育成・確保を図
るため、漁業士の認定と漁業士活動を
支援
☆女性漁業者等への漁業士制度のＰＲ
〔506〕

（２）事業活動等への男女共同参画の推進

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆インキュ
ベーションマ
ネージャー※

設置

企業振興課 ☆起業家支援施設入居者へのきめの細
かい経営支援、事業化の促進
〔6,447〕

☆起業家支援施設入居者へのきめの細
かい経営支援、事業化の促進
〔6,435〕

（１）学校教育での取組の充実

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆和歌山を元
気にする職場
体験

教育委員会
義務教育課

☆各市町村教育委員会において継続し
て実施

☆各市町村教育委員会において継続し
て実施

３　男女共同参画推進のための教育等の充実

※インキュベーションマネージャー…起業家へ経営に関する支援やアドバイス等を行い、事業まで導く人の
こと
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事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆学校教育で
の取組

教育委員会
義務教育課

☆道徳教育の抜本的改善・充実に係る
支援事業(文部科学省委託事業)におい
て、県内3地域を研究協力地域に指定
し、道徳教育の充実のための取組を推
進
〔1,755〕
☆「地域共育コミュニティ」の形成に
向けた社会教育活動の推進

☆道徳教育の抜本的改善・充実に係る
支援事業(文部科学省委託事業)におい
て、県内3地域を研究協力地域に指定
し、道徳教育の充実のための取組を推
進
〔2,332〕

◆キャリア教
育の充実

教育委員会
県立学校教育
課

義務教育課

☆進路指導部長会議等、あらゆる機会
をとらえて実効性のある取組を推進

☆進路指導部長会議等、あらゆる機会
をとらえて実効性のある取組を推進

（２）男女共同参画の視点に立った家庭教育支援の推進

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆きのくに共
育コミュニ
ティ事業

教育委員会
生涯学習課

☆子育てや育児に関して気軽に相談で
きる地域人材を育成するなど、地域ぐ
るみで家庭教育を支援する体制の構築
・家庭教育に関する悩みや不安を抱く
親等に対し、個別的な相談に応じる電
話相談の開設
・みんなで子育て！ネットワーク講座
(7地方全17回)
・おやじプロジェクト会議開催
～カッコイイ！地域のおやじをめざし
て～
・家庭教育実践交流会
・訪問型家庭教育支援事業（専門講
座、シンポジウム）
・電話相談(子どもと家庭のテレフォ
ン110番)
〔1,559〕

☆子育てや育児に関して気軽に相談で
きる地域人材を育成するなど、地域ぐ
るみで家庭教育を支援する体制の構築
・家庭教育に関する悩みや不安を抱く
親等に対し、個別的な相談に応じる電
話相談の開設
・みんなで子育て！ネットワーク講座
(４地方のべ17回の実施を予定)
・おやじプロジェクト会議開催
～カッコイイ！地域のおやじをめざし
て～
・家庭教育実践交流会
・訪問型家庭教育支援事業（専門講
座、シンポジウム）
・電話相談(子どもと家庭のテレフォ
ン110番)
〔1,541〕

（３）生涯学習等の推進

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆女性団体支
援事業

教育委員会
生涯学習課

☆補助事業へ助言するなど、参加女性
団体の活動の活性化を支援する。
〔600〕

☆補助事業へ助言するなど、参加女性
団体の活動の活性化を支援する。
〔600〕

◆学校施設の
開放

教育委員会
生涯学習課

☆放課後や土曜日等に学習やスポー
ツ、文化活動など、様々な体験プログ
ラム等を提供する「地域ふれあいルー
ム」の活動のため、学校の空き教室等
の利用を推進
☆地域共育コーディネーターの活動拠
点として、空き教室等の利用を推進

☆放課後や土曜日等に学習やスポー
ツ、文化活動など、様々な体験プログ
ラム等を提供する「地域ふれあいルー
ム」の活動のため、学校の空き教室等
の利用を推進
☆地域共育コーディネーターの活動拠
点として、空き教室等の利用を推進
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事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆生涯学習推
進の基盤整備
事業

教育委員会
生涯学習課

(再掲P35) (再掲P35)

◆青少年施設
管理運営

青少年・男女
共同参画課

☆施設利用促進に向けて、指定管理者
と連携のうえ、より効果的なＰＲを実
施〔98,863〕

☆施設利用促進に向けて、指定管理者
と連携のうえ、より効果的なＰＲを実
施〔98,863〕

４　男女共同参画に向けた意識改革

（１）調査･研究及び施策への取り入れ

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆男女共同参
画推進施策の
実施状況等年
次報告書の作
成及び公表

青少年・男女
共同参画課

☆男女共同参画の状況及び男女共同参
画の推進に関する施策の実施状況等に
ついて、年次報告書作成・公表

☆男女共同参画の状況及び男女共同参
画の推進に関する施策の実施状況等に
ついて、年次報告書作成・公表

◆県職員に対
する男女共同
参画推進につ
いての研修

人事課 ☆『育児休業者職場復帰サポート研
修』において、「育児と仕事の両立に
ついて」や「育児に関する休暇制度等
について」の講義と、「先輩職員を交
えた情報交換会」を実施した。
 また、平成28年度から育児休業中の
職員も研修受講の対象者とした。

☆引き続き、『育児休業者職場復帰サ
ポート研修』を行い、職員の円滑な職
場復帰や育児と仕事の両立を支援す
る。

（２）広報･啓発活動の充実

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆人権相談窓
口設置

人権政策課 ☆公益財団法人 人権啓発センター、
人権局及び振興局に人権相談窓口を設
置、12月に特設人権相談窓口として弁
護士相談を実施
・相談件数188件
☆人権相談担当職員(人権局及び振興
局)の初任者研修を実施
☆人権相談ネットワーク協議会研修会
開催:2回
・「性の多様性(LGBT)その課題と現
状」「部落差別の解消の推進に関する
法律」「本邦外出身者に対する不当な
差別的言動の解消に向けた取組の推進
に関する法律」「在住外国人支援の取
組」について学習し、担当職員のスキ
ルアップを図った。
〔3,309〕
☆振興局人権相談ネットワーク協議会
を開催：延べ26回
・地域の人権相談状況を把握し、地域
での取り組みを支援した。
☆県の相談機関の相談状況を集約・分
析

☆公益財団法人 人権啓発センター、
人権局及び振興局に人権相談窓口を設
置、12月には特設人権相談窓口として
弁護士相談を実施予定
☆人権相談担当職員(人権局及び振興
局)の初任者研修を実施
☆人権相談ネットワーク協議会研修会
開催:2回
・相談対応者への支援についての研修
を行い、担当職員のスキルアップを図
る。(7月と2月に開催予定)
☆振興局人権相談ネットワーク協議会
において地域の人権相談状況を把握
し、地域での取り組みを支援する。
〔3,254〕

☆県の相談機関の相談状況を集約・分
析
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（３）相談体制の充実

事 業 名 担 当 課
平成２８年度具体的施策の実施状況

〔Ｈ２８決算：千円〕
平成２９年度具体的施策の取組

〔Ｈ２９当初予算：千円〕

◆人権啓発推
進事業

人権施策推進
課

☆人権に関する情報の収集と啓発
・研修会、講演会の開催
・人権啓発資料の作成
☆ふれあい人権フェスタの開催
☆幼児を対象とした人権啓発プログラ
ムの普及
☆スポーツ組織と連携した啓発活動の
開催
〔13,433〕

☆人権に関する情報の収集と啓発
・研修会、講演会の開催
・人権啓発資料の作成
☆ふれあい人権フェスタの開催
☆幼児を対象とした人権啓発プログラ
ムの普及
〔14,283〕

◆人権啓発事
業

人権施策推進
課

☆人権啓発総合調整
・県民の友人権特集号による啓発等
「人権を考える強調月間」の取組
☆法務省人権啓発活動再委託事業
・各種啓発事業を実施(15市町へ再委
託)
☆地域人権啓発活動活性化事業
・「人権のつどい」を実施
〔10,344〕

☆人権啓発総合調整
・県民の友人権特集号による啓発「人
権を考える強調月間」の取組
☆法務省人権啓発活動再委託事業
☆地域人権啓発活動活性化事業
・「人権のつどい」の開催
〔12,810〕

◆男女共同参
画センター運
営(総合相談
等)

青少年・男女
共同参画課
(男女共同参
画センター)

☆ＤＶや親子間の虐待等の深刻化する
相談に、適切な対応をするため、啓発
の必要性に重点を置き、相談員の更な
る資質の向上及び関係機関との連携を
図る。
・総合相談 面接:25件、電話:1,265件
・法律相談 面接:83件
・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 面接:38件、電話:14件
・男性相談 面接:39件

☆ＤＶや親子間の虐待等の深刻化する
相談に、適切な対応をするため、啓発
の必要性に重点を置き、相談員の更な
る資質の向上及び関係機関との連携を
図る。
・総合相談、法律相談、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ、男
性相談
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