
■　第2章　和歌山県の男女共同参画施策の実施状況　■

１　県の政策決定過程への女性の参画の拡大

（１）県の審議会等への女性の参画の促進

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〕

◆審議会等委
員への女性の
登用促進

青少年・男女
共同参画課

☆審議会等への女性の登用状況等を公
表
☆随時、委員任命に際し担当課と事前
協議し、意見書を交付
・Ｈ28.6.1現在:27.9％
☆女性人材データバンクの充実

☆新たにＨ33年度末までの女性登用率
の目標を40.0％に設定
☆各審議会等を所管する課室等へ登用
率向上を依頼
☆提出された事前協議書に対する意見
書の交付
☆6月1日現在の審議会等の女性登用状
況調査を実施
・Ｈ29.6.1現在:28.7％
☆女性人材データバンクの充実

◆男女共同参
画センター運
営(主催講座
除く。)

青少年・男女
共同参画課
(男女共同参
画センター)

☆センターから遠い地域の方への図書
貸出等サービスの実施
☆講座等受講者に対して図書・情報資
料室の利用案内を行う。
☆講座のテーマに合わせるなどした図
書の企画展示
☆ホームページに新しい情報を掲載
☆センターニュースの内容を読者に
とってより魅力的なものへ
(年3回、1,500部/回)

☆センターから遠い地域の方への図書
貸出等サービスの実施
☆講座等受講者に対して図書・情報資
料室の利用案内を行う。
☆講座のテーマに合わせるなどした図
書の企画展示
☆ホームページに新しい情報を掲載
☆センターニュースの内容を読者に
とってより魅力的なものへ

◆男女共同参
画センター運
営(主催講座)

青少年・男女
共同参画課
(男女共同参
画センター)

(再掲P31) (再掲P31)

（２）県の女性職員の採用･登用等の促進

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〕

◆和歌山県の
男女別職員数

人事課 ☆本人の資質に基づき、優秀な職員の
管理職への登用を実施
【知事部局の状況】
　　　　　　(平成28年4月1日現在)
     部長 次長 課長 課長補佐 係長
男性   22   43  383    776   794
女性    0    4   10    149   231
計     22   47  393    925 1,025
女性比率 0   8.5  2.5   16.1  22.5

☆本人の資質に基づき、優秀な職員の
管理職への登用を実施
【知事部局の状況】
　　　　　　(平成29年4月1日現在)
     部長 次長 課長 課長補佐 係長
男性   21   44  387    763   771
女性    0    5   11    158   229
計     21   49  398    921 1,000
女性比率 0  10.2  2.8   17.2  22.9

◆教育採用検
査

教育委員会
学校人事課

☆教員採用検査結果
・受検状況:1,701人
(女性:765人、45.0％)
・合格状況:389人
(女性:222人、57.1％)
〔7,480〕

☆女性が働きやすい職場環境の維持
☆女性受検者の確保
・採用検査等の説明会を近畿府県や大
学等で実施
〔10,247〕

Ⅱ 政策・方針決定過程での男女共同参画の促進
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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〕

◆小・中学校
管理職候補者
選考検査

教育委員会
学校人事課

☆女性合格者の状況
・校長:10人
(合格者に対する割合:13.9％)
・教頭 30人
(合格者に対する割合:30.9％)

☆市町村教育委員会を通じ、女性の受
検を奨励

◆警察職員採
用事業

警察本部
警務課

☆採用人員
・県職員Ⅰ種
　　警察事務職:10人
　　情報職:1人
　　電気職:1人
　　法医鑑識職：1人
　　保健師：1人
・県職員Ⅲ種
　　警察事務職:6人
・警察官Ａ
　　男性:42人
　　女性:7人
　　男性武道(柔道):1人
　　男性武道(剣道):2人
・警察官Ｂ
　　男性:34人
　　女性:11人
〔8,502〕

☆採用予定人員
・県職員Ⅰ種
　　警察事務職:7人程度
　　臨床心理士:1人程度
・県職員Ⅲ種
　　警察事務職:7人程度
・身体障がい者を対象とした職員採用
　　警察事務職:1人程度
・警察官Ａ
　　男性:30人
　　女性:10人
　　男性武道(柔道):1人
　　男性武道(剣道):1人
　　語学(英語)：1人
・警察官Ｂ
　　男性:25人
　　女性:10人
〔8,440〕

◆人材確保に
係る募集活動
促進

人事委員会事
務局
総務課

☆女性受験者の増加を図るため、県職
員募集パンフレットに女性職員の声を
掲載したり、職員採用説明会等におい
て女性が能力を発揮しやすい職場であ
り、福利厚生制度が充実していること
をアピール。また、県職員を目指す女
性を対象に、キャリア形成や仕事と家
庭の両立等について女性職員から説明
を行う「和歌山県職員を目指す女性の
ための働き方セミナー」を開催。
☆平成29年度Ⅰ種試験女性申込者:258
人
・女性の割合:35.2%(前年度29.1%)
〔1,496〕

☆女性受験者の増加を図るため、県職
員募集パンフレットに女性職員の声を
掲載したり、職員採用説明会等におい
て女性が能力を発揮しやすい職場であ
り、福利厚生制度が充実していること
をアピール。また、県職員を目指す女
性を対象に、キャリア形成や仕事と家
庭の両立等について女性職員から説明
を行う「和歌山県職員を目指す女性の
ための働き方セミナー」を開催。
〔1,528〕

２　市町村における取組への支援

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〕

◆市町村男女
共同参画条例
及び基本計画
策定推進

青少年・男女
共同参画課

☆未策定市町村の担当課長等を訪問、
条例及び基本計画の策定の取組推進を
要請

☆未策定市町村の担当課長等を訪問、
条例及び基本計画の策定の取組推進を
要請

◆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

(再掲P31) (再掲P31)
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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　■

３　企業、関係機関、団体等の取組への支援

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

(再掲P35) (再掲P35）

◆人権研修支
援事業

人権施策推進
課

☆企業等が自主的主体的に行う人権意
識の高揚等に関する活動を支援するた
め、講演会を開催
〔486〕

☆企業等が自主的主体的に行う人権意
識の高揚等に関する活動を支援するた
め、講演会を開催
〔955〕

◆小規模事業
経営支援事業
(うち若手後
継者等育成)

商工振興課 ☆商工会議所女性会、商工会女性部の
会員資質の向上・意欲の高揚につなが
る活動を支援、関西商工会議所女性会
総会開催を支援
〔4,375〕

☆商工会議所女性会、商工会女性部の
会員資質の向上・意欲の高揚につなが
る活動を支援
〔3,375〕

◆男女共同参
画推進事業者
登録事業

青少年・男女
共同参画課

☆男女共同参画の推進に取り組んでい
る事業者を登録し取組を紹介
・Ｈ28年度までの登録数:114社

☆男女共同参画に取り組む事業者の情
報を幅広く収集し、事業者登録を推進
するとともに、ＨＰ等で取組を紹介
（平成２９年度末事業終了）

◆女性活躍企
業同盟

青少年・男女
共同参画課

☆女性活躍企業同盟の発足
特に先進的な取組を行う企業の表彰
〔2,900〕

◆女性の活躍
促進事業

青少年・男女
共同参画課
(男女共同参
画センター)

☆企業経営者や管理職等に、仕事と育
児の両立の必要性を啓発し、男性・女
性ともに活躍できる環境づくり等を支
援する
・企業トップセミナーの開催
・イクボス養成セミナー、魅力ある女
性リーダー養成講座を開催

☆企業経営者や管理職等に、仕事と育
児の両立の必要性を啓発し、男性・女
性ともに活躍できる環境づくり等を支
援する
・企業トップセミナーの開催
・イクボス養成セミナー、魅力ある女
性リーダー養成講座を開催

４　防災･災害復興における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〕

◆ボランティ
ア推進事業

福祉保健総務
課

(再掲P32) (再掲P32)

◆研修・講義
へ男女共同参
画の視点の反
映

危機管理・消
防課

防災企画課

☆「紀の国防災人づくり塾」や「避難
所運営リーダー育成講座」、「出張！
減災教室」において、避難所運営(女
性への配慮等)について講義を実施し
た。
・紀の国防災人づくり塾
・避難所運営リーダー育成講座
・出張！減災教室
〔24,042〕

☆「紀の国防災人づくり塾」や「避難
所運営リーダー養成講座」、「出張！
減災教室」において、避難所運営(女
性への配慮等)について講義を実施す
る。
・紀の国防災人づくり塾
・避難所運営リーダー育成講座
・出張！減災教室
〔27,076〕
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