
■　第２章　和歌山県の男女共同参画施策の実施状況　■

１　雇用の分野における男女共同参画の推進

（１）　雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

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〕

◆労働教育指
導事業(仕事
と生活の調和
推進事業部
分)

労働政策課 ☆セミナーの開催（和歌山市、田辺
市）
『「働き方改革」で社員も企業もさら
に元気に～実践企業の取組事例から考
える～』
〔214〕

☆セミナーの開催
「多様な働き方を考えるセミナー」の
開催
〔320〕

◆働く女性支
援事業

労働政策課 ☆女性が働きやすい職場環境整備のた
めの改善アドバイザーの派遣
☆先進的企業の育成研修の開催
☆テレワークフェアの開催
☆働く女性応援パンフレットの作成
☆「女性の雇用に積極的な企業」の情
報を収集し、和歌山で働く女性応援サ
イト「HappyWorker」で情報発信
〔7,088〕

☆女性が働きやすい職場環境整備のた
めの改善アドバイザーの派遣
☆テレワークフェアの開催
☆パンフレットの作成
☆「女性の雇用に積極的な企業」の情
報を収集し、和歌山で働く女性応援サ
イト「HappyWorker」で情報発信
〔7,641〕

◆労働関係調
査事業

労働政策課 ☆一定の事業所に対し、労働者の勤務
条件や各種制度(育児・介護休業制
度、ワーク・ライフ・バランスやハラ
スメント、メンタルヘルスに対する取
組)の実態調査を実施
・調査対象事業所数:1,941事業所
・有効回答事業所数:1,221事業所
・有効回答率:62.9％
〔1,130〕

☆一定の事業所に対し、多様な働き方
の導入や女性の活躍推進に向けた取
組、その他各種制度(育児・介護休業
制度、ワーク・ライフ・バランスやハ
ラスメント、メンタルヘルスに対する
取組)の実態調査を実施
〔1,396〕

◆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

(再掲P42) (再掲P42）

◆女性活躍企
業同盟

青少年・男女
共同参画課

(再掲P42）

◆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)

(再掲P42) (再掲P42)

（２）母性健康管理対策の推進

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〕

◆労働教育指
導事業(仕事
と生活の調和
推進事業部
分)

労働政策課 (再掲P43) (再掲P43）

Ⅲ 働く場と家庭における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　■

２　多様な働き方等への支援

（１）パートタイム労働及び派遣労働対策

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〕

◆労働教育指
導事業(仕事
と生活の調和
推進事業部分)

労働政策課 (再掲P43) (再掲P43）

◆個別労働紛
争解決のため
のあっせん及
び相談の実施

労働委員会事
務局
審査調整課

☆パート労働者及び派遣労働者等の非
正規職員の増加に伴う個別労働紛争解
決へ支援
・あっせん:2件(正規職員含む)
・相談件数:39件(正規職員含む)

☆労使紛争の適切かつ迅速な解決に寄
与する
・定期労働相談:毎月2回
・特設労働相談会:10月に7市で開催
・労使紛争解決制度について各市町
村、関係団体に周知徹底
・紛争解決サービスを通じ、雇用契約
に生かせる知識の習得を労使に促す

（２）起業支援策の充実

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〕

◆起業家創出
支援

企業振興課 ☆施設環境や支援策の魅力を発信する
ことにより入居率を高め、起業家の事
業化を促進
〔16,155〕

☆施設環境や支援策の魅力を発信する
ことにより入居率を高め、起業家の事
業化を促進
〔16,231〕

３　仕事と家庭の両立のための雇用環境の整備

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〕

◆労働教育指
導事業(仕事
と生活の調和
推進事業部分)

労働政策課 (再掲P43) (再掲P43）

◆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

(再掲P42) (再掲P42)

◆女性活躍企
業同盟

青少年・男女
共同参画課

(再掲P42）

◆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)

(再掲P42) (再掲P42)

◆「子育て応
援企業」認定
制度

子ども未来課 ☆ＨＰ「わかやま子育ての広場」のサ
イトで子育て応援企業を紹介した。

事業終了
（わかやま結婚・子育て応援企業同盟
に移行）

◆結婚・子育
て応援企業支
援

子ども未来課 ☆結婚・子育て応援企業同盟の発足
特に先進的な取組を行う企業の表彰
〔1,248〕
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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　■

４　子育て支援策の充実

（１）多様なライフスタイルに対応した子育て支援策の充実

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〕

◆延長保育促
進事業

子ども未来課 ☆11時間の保育所開所時間の前後の時
間において、概ね30分以上の延長保育
を実施する市町村を支援
〔42,365〕

☆「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
〔44,325〕
　

◆一時預かり
事業

子ども未来課 ☆専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急
病や短時間勤務等のため、一時的に保
育が必要となる児童の保育を実施する
市町村への支援
〔26,507〕

☆「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
〔30,738〕
　

◆地域子育て
支援拠点事業

子ども未来課 (再掲P33) (再掲P33)

◆病児・病後
児保育事業

子ども未来課 ☆保育所を利用している児童が病気に
かかった場合に保育所や医療機関で保
育を実施する市町村への支援
〔24,586〕

☆「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
〔28,770〕

◆県内保育所
での低年齢児
の受け入れ数

子ども未来課 ☆低年齢児の保育所受入体制の拡充に
ついて市町村に助言、指導

☆低年齢児の保育所受入体制の拡充に
ついて市町村に助言、指導

◆ファミリー
サポートセン
ター事業

子ども未来課 ☆地域において子どもの預かり等の援
助を行いたい者と援助を受けたい者か
らなる会員組織を設立して、相互援助
活動等に関する連絡、調整を行う市町
村を支援
〔13,429〕

☆「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
〔15,712〕
　

◆児童虐待対
応機能強化

子ども未来課 ☆児童虐待の未然防止・再発防止のた
めに親支援プログラムなど、家族再統
合に向けた取り組みを実施。また、児
童福祉施設等を退所した子供の自立支
援のために、身元保証人確保対策事業
等を実施。
〔2,908〕

☆児童虐待防止対策
☆養護児童自立促進事業
☆施設入所児童研修の実施
☆親支援プログラムの実施・家族再統
合
〔2,651〕

◆紀州３人っ
こ施策(保育
料支援)

子ども未来課 ☆第3子以降就学前児童の保育料を無
料化する市町村に対する助成
・実施市町村数:30
〔354,372〕

☆事業実施市町村の拡大
〔399,699〕

◆子育て支援
特別対策事業

子ども未来課 ☆認定こども園、保育所の整備及び保
育士資格等取得支援事業を実施
〔444,328〕

☆認定こども園、保育所の整備及び保
育士資格等取得支援事業を実施
〔191,980〕
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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〕

◆放課後児童
健全育成

子ども未来課 ☆昼間保護者が家庭にいない小学校の
児童に対し、放課後の適切な遊びや生
活の場を与え、健全な育成を図るた
め、放課後児童クラブを設置する市町
村に対し、補助を実施
・実施数:29市町村226クラブ
〔293,935〕

☆クラブ設置市町村数の拡大
〔332,838〕

◆紀州３人っ
こ施策(育児
支援)

子ども未来課 ☆小学校以下の児童を3人以上養育し
ている世帯が利用する一時預かり等の
費用を助成:12市町村実施
・ファミリーサポートセンター、一時
預かり、子育て短期支援、病児・病後
児保育事業
〔546〕

☆事業実施市町村の拡大
〔501〕

◆預かり保育
推進事業

文化学術課 ☆通常預かり保育:31園
☆休業日預かり保育:6園
☆長期休業日預かり保育:30園
〔52,800〕

☆幼稚園の正規の教育時間外に保育を
実施した私立幼稚園に対して補助を引
き続き実施
〔50,384〕

◆地域組織活
動支援事業
(母親クラブ
育成)

青少年・男女
共同参画課

☆県組織として、クラブ大会を実施
☆各市町村や地方での活発な活動を推
進
〔1,856〕

☆県組織として、クラブ大会を実施
☆各市町村や地方での活発な活動を推
進
〔1,978〕

◆地域ふれあ
いルーム開設

教育委員会
生涯学習課

☆放課後や土曜日等に公民館や小学校
の余裕教室等を活用し、地域の方々の
参画を得ながら、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」開
設の支援:16市町86か所で開設
〔20,088〕

☆放課後や土曜日等に公民館や小学校
の余裕教室等を活用し、地域の方々の
参画を得ながら、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」開
設の支援:13市町81か所で開設
〔19,612〕

◆ＰＴＡ新任
役員等研修会

教育委員会
生涯学習課

☆ＰＴＡの新任役員等を対象に研修を
深め、指導力の向上、活動の活性化を
図る。また、男性のＰＴＡ活動への参
加を促進する。
・県内2か所で開催:紀北(和歌山市)、
紀南(田辺市)
〔308〕

☆ＰＴＡの新任役員等を対象に研修を
深め、指導力の向上、活動の活性化を
図る。また、男性のＰＴＡ活動への参
加を促進する。
・県内2か所で開催:紀北(和歌山市)、
紀南(田辺市)
〔388〕

◆きのくに共
育コミュニ
ティ事業

教育委員会
生涯学習課

(再掲P37） (再掲P37）

◆民生委員児
童委員指導事
業

福祉保健総務
課

☆地域住民への日常生活に関する相
　談、援助や福祉サービスの情報提
　供等を行うため、民生委員・児童
　委員の育成や活動補助を実施
・児童委員研修会
・単位民生委員児童委員協議会会長
　副会長研修会
・主任児童委員研修会
・ブロック別研修会（新任民生委員研
修）
〔141,385〕

☆地域住民への日常生活に関する相
　談、援助や福祉サービスの情報提
　供等を行うため、民生委員・児童
　委員の育成や活動補助を実施
・児童委員研修会
・単位民生委員児童委員協議会会長
　副会長研修会
・主任児童委員研修会
・ブロック別研修会
・新任民生委員研修
〔140,653〕
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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〕

◆あんしん子
育て救急整備
事業

医務課 ☆二次保健医療圏単位で小児科医によ
る輪番制等により、休日・夜間の小児
救急患者の受入れ体制を確保するため
の取組
・4保健医療圏で実施(那賀、橋本、御
坊、田辺)
〔23,183〕

☆二次保健医療圏単位で小児科医によ
る輪番制等により、休日・夜間の小児
救急患者の受入れ体制を確保するため
の取組
・5保健医療圏で実施(那賀、橋本、御
坊、田辺、新宮)
〔25,022〕

◆小児医療連
携緊急措置事
業

医務課 ☆小児科医が不足している東牟婁地域
において、新たに小児科医を１名増員
し、複数の医療機関が連携することに
より、東牟婁地域の小児医療体制の充
実を図る。
〔7,500〕

◆子ども救急
相談ダイヤル
(＃8000)事業

医務課 ☆小児救急医療体制の補強と医療機関
の機能分化を図るため、看護師・小児
科医による休日夜間の小児患者の保護
者向け電話相談事業を実施
・実施日数:365日
・相談件数:6,811件
〔7,906〕

☆小児救急医療体制の補強と医療機関
の機能分化を図るため、看護師・小児
科医による休日夜間の小児患者の保護
者向け電話相談事業を実施
・実施日数:365日
〔9,245〕

（２）ひとり親家庭に対する支援の充実

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〕

◆ひとり親家
庭医療費助成
事業

子ども未来課 ☆ひとり親家庭の生活の安定と福祉の
向上に寄与するため、医療費を給付す
る市町村に対し補助
・対象市町村:県内全市町村
〔526,059〕

☆ひとり親家庭の生活の安定と福祉の
向上に寄与するため、医療費を給付す
る市町村に対し補助
・対象市町村:県内全市町村
〔521,747〕

◆母子家庭就
業・自立支援
事業

子ども未来課 ☆就業相談や就業情報提供等一貫した
支援サービス提供のため、職業支援相
談員を配置(公益社団法人 県母子寡婦
福祉連合会に委託)
☆相談体制の整備
・各振興局の母子自立支援員による生
活相談及び就労相談(必要に応じて母
子自立支援プログラムを作成して、ハ
ローワークと連携)
・弁護士相談（２件）
☆職業能力開発支援
・就業支援講習会介護職員初任者研修
　（３名）
☆母子家庭等自立支援給付金
・自立支援教育訓練給付
・高等職業訓練促進給付金（９件）
☆ひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援
☆ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付
事業運営
〔101,419〕

☆就業相談や就業情報提供等一貫した
支援サービス提供のため、職業支援相
談員を配置(公益社団法人 県母子寡婦
福祉連合会に委託)
☆相談体制の整備
・各振興局の母子自立支援員による生
活相談及び就労相談(必要に応じて母
子自立支援プログラムを作成して、ハ
ローワークと連携)
・弁護士相談
☆職業能力開発支援
・就業支援講習会介護職員初任者研修
会
☆母子家庭等自立支援給付金
・自立支援教育訓練給付
・高等職業訓練促進給付金
☆ひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援
☆ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付
事業運営
〔25,056〕
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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〕

◆児童扶養手
当給付事業

子ども未来課 ☆ひとり親家庭の生活の安定と自立促
進に寄与することを目的に、児童の
父、児童の母または児童を養育する者
に対する給付（2,034世帯）
〔1,000,830〕

☆ひとり親家庭の生活の安定と自立促
進に寄与することを目的に、児童の
父、児童の母または児童を養育する者
に対する給付
〔1,021,879〕

５　家庭生活への男女共同参画の促進

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〕

◆「子育て応
援企業」認定
制度

子ども未来課 (再掲P44) (再掲P44)

◆結婚・子育
て応援企業支
援

子ども未来課 (再掲P44)
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