
■　第２章　和歌山県の男女共同参画施策の実施状況　■

１　適切な性教育の推進

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〕

◆思春期保健
対策

健康推進課 ☆県立保健所等において、健全な母
性・父性育成のため、県立高等学校等
と連携し生徒対象の講座等を推進
・思春期ピア・エデュケーション※事
業:10校(21回)
・思春期講座:21校(35回)

※ピア・エデュケーション･･･
　仲間同士による教育

☆県立保健所等において、健全な母
性・父性育成のため、県立高等学校等
と連携し生徒対象の講座等を推進

◆学校におけ
る性に関する
指導の充実

教育委員会
健康体育課

☆性に関する指導に係る授業研究や手
引き書の普及・充実による適切な性に
関する指導の推進

☆性に関する指導に係る授業研究や手
引き書の普及・充実による適切な性に
関する指導の推進

２　生涯を通じた健康支援

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〕

◆女性の健康
支援

健康推進課 ☆県立保健所等において、女性の健康
相談を実施

☆県立保健所等において、女性の健康
相談を実施

◆思春期保健
対策

健康推進課 (再掲P56) (再掲P56)

◆健康増進計
画による健康
づくり支援

健康推進課 ☆県民の生涯を通じた健康づくりを推
進するため、地域・職域・教育等が一
体となった健康づくり運動の展開
・地域・職域連携推進協議会の開催
・健康推進員養成講習会
・地域保健・職域保健連携事業
・「小・中・高から始める生活習慣病
予防」出張講座の開催
・育児期の親が集まる場を利用したワ
－クショップの開催
・「地域・職域出前講座」の開催
・メンタルヘルスセミナ－の開催
・喫煙総合対策等
〔8,434〕

☆県民の生涯を通じた健康づくりを推
進するため、地域・職域・教育等が一
体となった健康づくり運動の展開
・地域・職域連携推進協議会の開催
・健康推進員養成講習会
・地域保健・職域保健連携事業
・「小・中・高から始める生活習慣病
予防」出張講座の開催
・育児期の親が集まる場を利用したワ
－クショップの開催
・「地域・職域出前講座」の開催
・メンタルヘルスセミナ－の開催
・喫煙総合対策等
〔9,197〕

◆検診体制の
一層の充実

健康推進課 ☆検診の受診率及び精密検査の受診率
向上、検診の精度管理の推進
☆がんの予防啓発
・イベントにおいて県民及び企業対象
にがんの予防及び検診による早期発見
に関するブース出展等
〔50,497〕

☆検診の受診率及び精密検査の受診率
向上、検診の精度管理の推進
☆がんの予防啓発
・イベントにおいて県民及び企業対象
にがんの予防及び検診による早期発見
に関するブース出展等
〔23,502〕

Ⅴ 男女が互いの性を尊重する意識づくり・健康づくり
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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〕

◆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)

(再掲P39) (再掲P39)

◆生涯にわた
るスポーツ活
動の推進

教育委員会
スポーツ課

☆生涯にわたるスポーツ活動の推進
・総合型地域スポーツクラブ和歌山県
協議会の運営
・未育成町村及び既存クラブへの訪問
指導
・情報誌「ＳＣわかやま通信」の発行
・クラブ実践交流会の開催
・広報・啓発事業の実施
・クラブマネジャー養成講習会の開催
・地域スポーツ指導者等研修会の開催
・ブロック別会議及び事業の実施
〔898〕

☆生涯にわたるスポーツ活動の推進
・県協議会の運営
・クラブへの訪問指導
・情報誌の発行
・ブロック別会議及び事業の実施
・研修会及び交流会の開催
〔995〕

３　妊娠･出産期における女性の健康支援

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〕

◆安心して出
産できる医療
体制づくり

医務課 ☆産科医等の処遇改善を図るため、分
娩取扱手当に対する支援を実施
〔17,024〕
☆総合・地域周産期母子医療センター
に対する運営補助
〔41,653〕
☆小児周産期医療施設設備整備事業県
内２病院に対し、小児医療施設や周産
期医療施設に必要な医療機器の整備に
対する補助を実施。
〔46,746〕
☆周産期医療関係者研修会の実施
・実施回数:5回
☆救急搬送連携体制の充実・強化
☆高度な医療を提供できる病院と、診
療所や助産所との適切な役割分担と連
携の推進

☆産科医等の処遇改善を図るため、分
娩取扱手当に対する支援を実施
〔18,359〕
☆総合・地域周産期母子医療センター
に対する運営補助、設備整備補助
〔50,891〕
☆周産期医療関係者研修会の実施
☆救急搬送連携体制の充実・強化
☆高度な医療を提供できる病院と、診
療所や助産所との適切な役割分担と連
携の推進

◆母子保健医
療費助成

健康推進課 ☆身体の発育が未熟なまま出生した乳
児(未熟児)に対し、正常児が出生時に
有する諸機能を得るに至るまで必要な
医療を給付
☆未熟児養育医療給付事業を実施する
市町村に対して負担金1/2を交付
〔11,052〕

☆身体の発育が未熟なまま出生した乳
児(未熟児)に対し、正常児が出生時に
有する諸機能を得るに至るまで必要な
医療を給付
☆未熟児養育医療給付事業を実施する
市町村に対して負担金1/2を交付
〔13,908〕

◆母子保健推
進

健康推進課 ☆母子保健に携わる各職種の資質向上
のための研修会等を実施
・母子保健指導者研修会、母子保健･
健全育成住民会議等
〔2,689〕

☆母子保健に携わる各職種の資質向上
のための研修会等を実施
〔3,244〕
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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〕

◆こうのとり
サポート

健康推進課 ☆特定不妊治療費の助成
・対象:体外受精、顕微授精
・助成件数:464件
☆一般不妊治療費の助成
・対象:不妊基本検査、保険適用の不
妊治療、人工授精等(不育検査、不育
治療を含む)
・助成件数:558件
☆こうのとり相談の実施
・面接相談:163件
・電話相談:71件
・メール相談:3件
☆こうのとりサポートホームページ等
による情報提供の実施
〔84,715〕

☆特定不妊治療費の助成
☆一般不妊治療費の助成
☆こうのとり相談の実施
☆こうのとりサポートホームページ等
による情報提供の実施
〔118,897〕

４　ＨＩＶ／エイズ、性感染症対策、薬物乱用対策、喫煙･飲酒対策の推進

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〕

◆ＨＩＶ検
査・相談の実
施、医療提供
体制の整備

健康推進課 ☆ＨＩＶ感染の予防及びまん延防止の
ためＨＩＶ即日検査を全保健所で実施
・ＨＩＶ即日検査:102件
・ＨＩＶ通常検査:154件
(平成27年　和歌山市除く)
☆エイズカウンセラー派遣業務
・派遣回数:3病院(月7回)
〔2,174〕

☆ＨＩＶ検査件数増加のための普及・
啓発の実施
〔2,174〕

◆エイズ電話
相談の実施

健康推進課 ☆エイズ電話相談の実施
・各保健所等受理分:32件
・夜間電話相談委託実施分:119件
(平成26年　和歌山市除く)
〔262〕

☆エイズの相談をしやすい体制により
正しい知識を啓発する。
〔262〕

◆思春期保健
対策

健康推進課 (再掲P56) (再掲P56)

◆ＨＩＶ/エ
イズ、性感染
症に関する学
校教育での取
組

教育委員会
健康体育課

☆増加する若者の性感染症に対する、
正しい知識と予防に関する知識の教育
についての充実
☆ＨＩＶ/エイズに対する正しい知識
と予防に関する知識の教育についての
充実

☆増加する若者の性感染症に対する、
正しい知識と予防に関する知識の教育
についての充実
☆ＨＩＶ/エイズに対する正しい知識
と予防に関する知識の教育についての
充実

◆薬物乱用防
止教室等推進
事業

教育委員会
健康体育課

☆児童生徒の発達段階に応じた薬物乱
用防止教室の実施に向けて、取組事例
発表、情報交換、ワークショップ等、
薬物乱用防止教育に係る研修会の実施
〔128〕

◆薬物乱用対
策に関する学
校教育での取
組

教育委員会
健康体育課

☆全ての中学校・高等学校で年1回以
上の薬物乱用防止教室の開催を目標に
実施
（平成28年度開催学校数 率％)
・中学校 　76.2%
・高等学校 90.6%

☆全ての中学校・高等学校で年1回以
上の薬物乱用防止教室の開催
☆薬物乱用防止教育に関するライフス
キル教育の実践
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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〕

◆喫煙・飲酒
対策に関する
学校教育での
取組

教育委員会
健康体育課

☆喫煙・飲酒防止教育の専門家による
実施の向上
☆喫煙・飲酒防止教育の内容の充実

☆喫煙・飲酒防止教育の専門家による
実施の向上
☆喫煙・飲酒防止教育の内容の充実

◆青少年健全
育成・非行防
止総合対

青少年・男女
共同参画課

(再掲P52) (再掲P52)

◆薬物乱用対
策

薬務課 ☆「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の
　実施
☆麻薬覚醒剤乱用防止運動の実施
☆薬物乱用防止教室の開催
☆薬物乱用防止指導員講習会の開催
☆薬物乱用防止ポスターの募集
☆薬物相談窓口の設置及び活用促進
☆生徒参加型薬物乱用防止中学生大会
の開催
☆薬物乱用防止教室を開催するための
教育資材の作成
☆薬物依存症者の再乱用を防止するた
め、依存症者及びその家族に対する支
援体制の構築
〔6,299〕

☆「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の
　実施
☆麻薬覚醒剤乱用防止運動の実施
☆薬物乱用防止教室の開催
☆薬物乱用防止指導員講習会の開催
☆薬物乱用防止ポスターの募集
☆薬物相談窓口の設置及び活用促進
☆生徒参加型薬物乱用防止中学生大会
の開催
☆薬物乱用防止教室を開催するための
教育資材の作成
☆薬物依存症者の再乱用を防止するた
め、依存症者及びその家族に対する支
援体制の構築
☆麻薬・覚醒剤乱用防止運動わかやま
大会の開催
〔11,286〕
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