
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度  

男女共同参画社会づくりの 

促進に関する施策 

第２部 



基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容
当初予算額

（千円）
担当課（室）

男女共同参画社会づくり啓
発事業

男女共同参画社会づくりの意識の普及啓発等
を図るため、啓発資料の作成配布、出前講座、
市町村計画策定等支援を実施

1,301 人権・男女共同参画課

男女共同参画講座・セミ
ナー事業

女性のチャレンジ支援、多様な生き方支援、女
性に対する暴力防止のための講座等の開催

3,197 男女共同参画センター

市町村支援研修（行政担当
者向け）

男女共同参画行政担当者を対象とした研修を
実施

98 男女共同参画センター

市町村の女性管理職等登用
促進

市町村に女性職員の職域拡大と登用促進を働
きかける

                    -
人権・男女共同参画課
市町村課

審議会等女性委員の積極的
登用

「審議会等の設置及び運営に関する指針」に
沿った幅広い人材登用の促進

                    -
人権・男女共同参画課
行政改革課
各課

女性職員の登用等促進、研
修機会の充実

女性県職員の登用促進と研修機会の充実を図
る

                    - 人事課

仕事と子育ての両立環境の
整備

「県職員子育て支援プラン」に基づく仕事と子育
ての両立環境の整備

                    - 人事課

女性教員の登用等促進、研
修

女性教員の人材発掘、登用促進と男女共同参
画についての研修の実施

                    -
義務教育課
高校教育課
教学指導課

女性教員の職場復帰支援
産前産後休暇、育児休業中の研修機会や情報
提供の充実を図る

                    -
義務教育課
高校教育課
教学指導課

県庁就職ガイダンス（女子
会）の開催

県職員を目指す女性を対象に、副知事トーク、
女性職員との対話、個別相談会を実施

 - 人事委員会事務局

男女共同参画セミナー事業
雇用の場や地域活動における女性の活躍を促
進するため、ワーク・ライフ・バランスやポジティ
ブ・アクション等に関する研修会に講師を派遣

157 人権・男女共同参画課

男女雇用機会均等法の周
知・啓発

労働教育講座などを通じての雇用機会均等法
の企業への周知、啓発

1,948 労働雇用課

男女共同参画センター情報
提供事業

男女共同参画会づくりに関する情報の発信やセ
ンター事業の紹介のため、情報紙の発行（参画
ひろば）、啓発パネル・図書・資料・ビデオの貸
し出しを実施

201 男女共同参画センター

【再掲】男女共同参画社会
づくり啓発事業

男女共同参画社会づくりの意識の普及啓発等
を図るため、啓発資料の作成配布、出前講座、
市町村計画策定等支援を実施

1,301 人権・男女共同参画課

男女共同参画審議会・推進
指導委員の設置

男女共同参画社会づくり条例に基づき、男女共
同参画審議会、男女共同参画推進指導委員を
設置し、重要事項の調査審議や不服申出に対
する審査・勧告等を実施

708 人権・男女共同参画課

男女共同参画地域づくり講
座

自治会等地域における組織のリーダーを対象
に地域のしきたりや慣習の見直しに向けた講座
を開催

182 人権・男女共同参画課

人権啓発センター事業
啓発ビデオ・パネルの貸出、人権学習会への講
師派遣、巡回展の実施

13,496 人権・男女共同参画課

男女共同参画推進員の設置
県の全職場で「推進員」を選任し、職場における
男女共同参画の環境整備や広報表現の配慮等
に取り組む

                    - 人権・男女共同参画課

【再掲】男女雇用機会均等
法の周知・啓発

労働教育講座などを通じての雇用機会均等法
の企業への周知、啓発

1,948 労働雇用課

２　男女共
同参画の視
点に立った
社会制度・
慣行の見直
し、意識改
革

1 政策・方
針決定過程
への女性の
参画の拡大

男女共同参画フォーラム
県民の男女共同参画社会づくりの意識の高揚
を図るため、男女共同参画週間に合わせ啓発イ
ベントを共同開催

47
文化財・生涯学習課
男女共同参画センター

平成26年度 男女共同参画社会づくりの促進に関する施策
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容
当初予算額

（千円）
担当課（室）

関係機関、市町村への情報
提供

男女共同参画の視点に立った公的広報手法等
について情報提供

                    - 人権・男女共同参画課

「親子で学ぶセイフネット講座」を通じ、情報機
器の利便性、危険性を啓発するとともに、親子
のコミュニケーションを図り絆を深めることによっ
て青尐年健全育成を目指す

                    - 次世代サポート課

総合教育センター課題別研修において情報モ
ラル教育の促進を含めた教員研修を実施

                    - 教学指導課

明るい家庭づくり普及実践
運動推進事業

「明るい家庭づくり」・「家庭の日」の一層の普及
を図る

                    - 次世代サポート課

【再掲】男女共同参画社会
づくり啓発事業

男女共同参画社会づくりの意識の普及啓発等
を図るため、啓発資料の作成配布、出前講座、
市町村計画策定等支援を実施

1,301 人権・男女共同参画課

男女共同参画社会づくり県
民協働事業

県民の男女共同参画意識の高揚を図るため県
民、市町村等と協働して啓発イベントを開催

1,083 人権・男女共同参画課

人権尊重社会づくり県民支
援事業

県民が自主的・主体的に取り組む研修会、学習
会、フォーラム等への助成

1,700 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画講
座・セミナー事業

女性のチャレンジ支援、多様な生き方支援、女
性に対する暴力防止のための講座等の開催

3,197 男女共同参画センター

学校教育の充実

学校教育の中で、男女平等と相互協力の意識
を高めると共に、一人一人が自分の個性や能力
を十分発揮できるよう、男女共同参画社会づくり
に関する啓発や人権教育を推進

                    - 教学指導課

学校人権教育研修会

総合教育センター課題別研
修

育児・保育・介護の体験学
習の推進

児童・生徒が知識の習得だけでなく実際に保育
実習等の体験的な学習を推進

                    - 教学指導課

子育て理解教育
高校に対する幼稚園・保育所での幼児との触れ
合い体験等を拡充

280 教学指導課

「親子で学ぶセイフネット講座」を通じ、情報機
器の利便性、危険性を啓発するとともに、親子
のコミュニケーションを図り絆を深めることによっ
て青尐年健全育成を目指す

                    - 次世代サポート課

総合教育センター課題別研修において情報モ
ラル教育の促進を含めた教員研修を実施

                    - 教学指導課

社会人権教育リーダー研修
会開催事業

あらゆる人権問題の解決をめざし、指導者の資
質向上を図る

542 教学指導課心の支援室

キャリア教育支援事業

「長野県キャリア教育ガイドライン」に基づき、地
域社会や産業界が学校を支援する仕組み（プ
ラットフォーム）を構築し、幼保・小・中・高一貫し
た体系的なキャリア教育を推進

7,424 教学指導課

人権に関わるセミナー
人権に関わる課題解決のための移動講座を実
施（県生涯学習推進センター）

81 文化財・生涯学習課

性に関する指導普及推進事
業

学校教育における性に関する指導の実施、性
に関する指導者研修会等の実施

575 保健厚生課

情報モラル教育の促進

３　男女共
同参画を推
進する教
育・学習の
充実

教学指導課
心の支援室

【再掲】情報モラル教育の
促進

【再掲】男女共同参画
フォーラム

県民の男女共同参画社会づくりの意識の高揚
を図るため、男女共同参画週間に合わせ啓発イ
ベントを共同開催

47
文化財・生涯学習課
男女共同参画センター

教員に対する研修（男女共同参画の内容を含
む人権学習等）を実施

470
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容
当初予算額

（千円）
担当課（室）

多文化共生くらしのサポー
ター設置事業

外国籍県民のための母国語による相談窓口の
設置

9,516 国際課

国際交流員設置事業
国際交流員(2人）を招致し、交流イベントや市民
講座等を通じ国際理解及び地域の国際交流を
促進

10,579 国際課

研修員相互派遣事業
県の友好都市や県出身の日系人社会から（３
人）の研修生受入れ、中国語等の学習のために
中国河北省への派遣（３人）

3,538 国際課

長野県・河北省青尐年相互
交流事業

長野県の青尐年の派遣(10人）、中国河北省の
青尐年の受入れ　（10人）

600 国際課

【再掲】男女共同参画セミ
ナー事業

雇用の場や地域活動における女性の活躍を促
進するため、ワーク・ライフ・バランスやポジティ
ブ・アクション等に関する研修会に講師を派遣

157 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画社会
づくり啓発事業

男女共同参画社会づくりの意識の普及啓発等
を図るため、啓発資料の作成配布、出前講座、
市町村計画策定等支援を実施

1,301 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画講
座・セミナー事業

女性のチャレンジ支援、多様な生き方支援、女
性に対する暴力防止のための講座等の開催

3,197 男女共同参画センター

ナースバンク事業
再就職希望者をナースバンクに登録し、求人情
報の提供、職業斡旋及び再就職のための研修
等を実施

6,049 医療推進課

信州医師確保総合支援セン
ター事業

ドクターバンク事業や地域医療を担う医師のキャ
リア形成支援等による総合的な医師確保対策の
実施

60,420
医療推進課医師確保対
策室

女性医師総合支援事業
出産・育児などライフステージに応じた勤務環境
の整備のため、女性医師の就労支援や相談窓
口の設置、復職支援など、総合的な支援を実施

3,031
医療推進課医師確保対
策室

病院勤務医が働きやすい環
境整備推進事業

医師の勤務負担軽減のための取組や女性医師
の就労支援のための取組等、病院が行う医師が
働きやすい環境整備の推進を支援することによ
り、医師の離職防止及び確保を図る

4,000
医療推進課医師確保対
策室

民間活用委託訓練事業

離職者（就職困難な状況にある母子家庭の母
等を含む）等の再就職に当たり、就職に必要な
知識や技能等を習得するため、民間の教育訓
練機関等に委託する形で職業訓練を実施

508,311 人材育成課

【再掲】男女雇用機会均等
法の周知・啓発

労働教育講座などを通じての雇用機会均等法
の企業への周知、啓発

1,948 労働雇用課

労働教育講座事業
地区労働フォーラム等で労働問題、社会経済問
題等の講演等を実施

1,948 労働雇用課

就職困難者のための就職サ
ポート事業

就職が困難な母子家庭の母、子育て期の女性
等に対して求人開拓員が開拓した就職先をあっ
せん

12,622 労働雇用課

（新）子育て女性の就業促
進事業

子育て中の女性に対する就業相談、セミナー等
の実施、職業紹介までを一体的に支援

25,792 労働雇用課

建設工事等入札参加資格審
査

県の建設工事等入札参加資格審査において、
女性技術者の登用や仕事と育児・介護との両立
支援に取り組む企業に対する優遇措置

                    - 建設政策課技術管理室

ＮＰＯとの協働推進事業 県民協働の推進、ＮＰＯ活動の支援 63,907 県民協働課

中小企業振興センター事業

（公財）長野県中小企業振興センターが実施す
る中小企業者等に対する経営革新、販路開拓
等の支援の他、創業に関する相談にワンストッ
プで対応するとともに、女性等を対象とした創業
セミナーを開催

149,215 産業立地・経営支援課

産業人材カレッジ
産業人材育成支援センター、工科短期大学校
及び技術専門校が実施する在職者の技能向上
を目的とした研修等の開催

41,375 人材育成課

創業支援センター事業
創業を目指す人や創業して間もない企業等に
対し、研究開発室を提供して技術支援等を実施

3,581 ものづくり振興課

４　国際化
の進展の中
での男女共
同参画の推
進

５　雇用等
の場におけ
る男女の均
等な機会と
待遇の確保
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容
当初予算額

（千円）
担当課（室）

若手後継者等育成事業
商工会、商工会議所の青年部・女性部の自主
的な活動を支援

15,334 産業政策課

「長野県農村女性チャレン
ジプラン」の推進

農村女性が権利と責任を持って農業経営や地
域活動に主体的に参加するとともに、元気な農
業・農村を築くことを目的とする当プランの実践
のための普及・啓発活動

- 農村振興課

農業リーダー育成事業
（農村生活マイスター認定事業）

農業経営や社会参画に意欲的な女性農業者に
対し、地域の実践的リーダーとなるための研修
を行い、農村生活マイスターとして認定

81 農村振興課

農業リーダー育成事業
（農村女性活動支援事業）

農村女性の農業経営への参加や社会参画を促
進するため、女性農業者講座、農村女性フェス
ティバル等を開催

1,445 農村振興課

女性農業者を対象とする懇
談会

農業・農村の活性化に重要な役割を果たす女
性農業者の声を、直接副知事が伺う機会を設
け、今後の地域農業の担い手としての意識の高
揚を図る。

- 農村振興課

夢をかなえる信州農業６次
産業化推進事業

多様な６次産業化の取組を促進するため、信州
６次産業化推進協議会が一貫した支援を実施

41,000
農業政策課
農産物マーケティング室

森林・林業セミナー
（林業士等養成事業）

林業後継者、森林ボランティア希望者を対象に
基礎的知識・技術を習得するセミナー（年30日
20人 林業総合センター）を開催

580 信州の木活用課

山の幸生産振興対策事業
地域の特色を活かした特用林産物生産の振興
に向けた研修会の開催や商品開発等の取組を
支援

5,026 信州の木活用課

林業大学校教育環境整備事
業

カリキュラムの見直しを踏まえ、実習棟を改築し
多目的スペースを設けるとともに、女子学生の
生活環境の改善を図るため、女子寮を新設

205,711 信州の木活用課

【再掲】男女共同参画地域
づくり講座

自治会等地域における組織のリーダーを対象
に地域のしきたりや慣習の見直しに向けた講座
を開催

182 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画社会
づくり啓発事業

男女共同参画社会づくりの意識の普及啓発等
を図るため、啓発資料の作成配布、出前講座、
市町村計画策定等支援を実施

1,301 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画社会
づくり県民協働事業

県民の男女共同参画意識の高揚を図るため県
民、市町村等と協働して啓発イベントを開催

1,083 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画講
座・セミナー事業

女性のチャレンジ支援、多様な生き方支援、女
性に対する暴力防止のための講座等の開催

3,197 男女共同参画センター

グループ企画協働事業
男女共同参画社会づくりの事業を民間団体等
のグループと協働で実施

155 男女共同参画センター

【再掲】男女共同参画セン
ター情報提供事業

男女共同参画会づくりに関する情報の発信やセ
ンター事業の紹介のため、情報紙の発行（参画
ひろば）、啓発パネル・図書・資料・ビデオの貸
し出しを実施

201 男女共同参画センター

地域発　元気づくり支援金
男女共同参画の機運醸成や地域づくり等地域
活性化を支援

850,000 地域振興課

ＰＴＡ指導者研修事業
ＰＴＡ指導者を対象に、男女が平等に参加する
ＰＴＡ活動のあり方についての研修会を実施

210 文化財・生涯学習課

消防団充実強化支援事業
地域防災の要である消防団の充実・強化のた
め、女性を含めた消防団員の加入促進を図る

5,746 消防課

自主防災組織への啓発
出前講座等を通じ、自主防災組織に男女共同
参画の取組を促進するよう啓発

                    - 危機管理防災課

防災計画等の見直し
県地域防災計画、各種災害対応マニュアル及
び備蓄品の見直しに当たっては、男女共同参
画の視点を取り入れて実施

                    - 危機管理防災課

６　農林
業、商工業
等の自営業
における男
女共同参画
の環境づく
り

７　地域社
会における
男女共同参
画の推進
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容
当初予算額

（千円）
担当課（室）

８　男女の
仕事と生活
の調和 子ども・子育て応援事業

県民一体の総合的な尐子化対策を進めるた
め、経済、労働、医療、福祉、教育など幅広い
分野のネットワークにより、子育て支援の取組を
推進

2,335 次世代サポート課

【再掲】男女共同参画社会
づくり啓発事業

男女共同参画社会づくりの意識の普及啓発等
を図るため、啓発資料の作成配布、出前講座、
市町村計画策定等支援を実施

1,301 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画社会
づくり県民協働事業

県民の男女共同参画意識の高揚を図るため県
民、市町村等と協働して啓発イベントを開催

1,083 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画講
座・セミナー事業

女性のチャレンジ支援、多様な生き方支援、女
性に対する暴力防止のための講座等の開催

3,197 男女共同参画センター

私立幼稚園教育振興費 預かり保育等の子育て支援活動に対し助成
2,185,260

（私立幼稚園教育振興
費補助金総額）

私学・高等教育課

社会福祉施設代替職員雇用
事業

産休・病休の代替職員の雇用に対し補助 7,330 こども・家庭課

保育所運営費（民間保育
所）

保育の実施に要する費用を負担 900,540 こども・家庭課

保育対策等促進事業（病
児・病後児保育事業）

病児・病後児保育の実施への補助 86,340 こども・家庭課

保育対策等促進事業（病
児・病後児保育事業以外の
事業）

多様な保育サービス等の実施への補助 242,145 こども・家庭課

安心こども基金事業 民間保育所の施設整備等に対し補助 1,323,587 こども・家庭課

児童館等施設整備事業
児童館・児童センター、児童クラブ室の整備に
対し補助

46,876 こども・家庭課

放課後児童健全育成事業 放課後児童クラブの運営経費を補助 648,366 こども・家庭課

地域福祉総合助成金交付事
業（子育て支援事業）

発達障害の疑いのある児童への加配。
児童クラブの運営や低年齢児保育、病児・病後
児保育の実施、施設の代替職員の雇用や認可
外保育施設の整備・運営等

236,905
（=地域総合助成金

交付事業総額）の一部

こども・家庭課
(地域福祉課)

病院内保育所運営事業
看護職員や女性医師を始めとする医療機関職
員の再就業や離職防止を推進するため、病院
内保育所の運営費を助成

117,592 医療推進課

【再掲】
女性医師総合支援事業

出産・育児などライフステージに応じた勤務環境
の整備のため、女性医師の就労支援や相談窓
口の設置、復職支援など、総合的な支援を実施

3,031
医療推進課医師確保対
策室

【再掲】
病院勤務医が働きやすい環
境整備推進事業

医師の勤務負担軽減のための取組や女性医師
の就労支援のための取組等、病院が行う医師が
働きやすい環境整備の推進を支援することによ
り、医師の離職防止及び確保を図る

4,000
医療推進課医師確保対
策室

中小企業融資制度資金
「社員の子育て応援宣言！」に盛り込まれた事
業に必要な資金の融資あっせん、信用保証料
補助

71,546,865
の内数

産業立地・経営支援課

【再掲】民間活用委託訓練
事業

離職者（就職困難な状況にある母子家庭の母
等を含む）等の再就職に当たり、就職に必要な
知識や技能等を習得するため、民間の教育訓
練機関等に委託する形で職業訓練を実施

508,311 人材育成課

長時間労働の解消のための
周知・啓発

労働教育などによる労働法令の周知、啓発 1,948 労働雇用課

育児・介護休業制度の定着
労働教育などによる育児・介護休業法の周知、
啓発

1,948 労働雇用課
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容
当初予算額

（千円）
担当課（室）

【再掲】男女雇用機会均等
法の周知・啓発

労働教育講座などを通じての雇用機会均等法
の企業への周知、啓発

1,948 労働雇用課

仕事と家庭両立支援促進事
業

・企業登録・表彰の実施、啓発資料の作成・配
布
・企業訪問による短時間正社員制度や在宅勤
務制度などの柔軟な勤務制度を普及

29,184 労働雇用課

【再掲】建設工事等入札参
加資格審査

県の建設工事等入札参加資格審査において、
女性技術者の登用や仕事と育児・介護との両立
支援に取り組む企業に対する優遇措置

                    - 建設政策課技術管理室

教員の長時間労働解消
時間外勤務縮減を目指した教職員の業務改善
の推進

                    -
義務教育課
高校教育課
スポーツ課

放課後子ども教室推進事業
小学校の余裕教室等を活用して、放課後の子
どもたちが安全で健やかに過ごすことのできる
居場所づくりを行う市町村に対して助成

20,936 文化財・生涯学習課

男性相談 男性相談員による電話相談 1,071 男女共同参画センター

地域福祉総合助成金交付事
業（安心生活支援事業）

住みなれた地域で安心して生活できるよう、宅
幼老所等の整備や高齢者・障害者の居室等の
バリアフリー化に要する経費等へ助成

236,905
（=地域総合助成金

交付事業総額）の一部
地域福祉課

高齢者地域福祉推進事業
老人クラブ及び市町村老人クラブ連合会が行
う、社会参加活動や健康づくりのための活動に
対し助成

57,156 健康増進課

長野県長寿社会開発セン
ター運営事業

（公財）長野県長寿社会開発センターが実施す
る高齢者の生きがい・健康づくり及び社会参加
活動を促進するための事業等に対し助成

66,601 健康増進課

認知症高齢者対策・高齢者
虐待防止県民事業

認知症と高齢者虐待防止に対する正しい理解
を深めるための講演会等を実施

447 保健・疾病対策課

（新）高齢者社会参加促進
事業

高齢者が知識、技術、経験を十分に活かして社
会参加（就業、創業、社会活動）ができることを
目指し、長野県長寿社会開発センター本部に１
名、支所２か所（上田、諏訪）に各1名のシニア
活動推進コーディネーターを配置し、関係機
関、団体の連携体制（プラットフォーム）を構築

15,896 健康増進課

介護研修事業 介護技術や知識の普及をし、人材育成を図る 21,610 地域福祉課

介護休業を取得しやすい労
働環境づくり事業

労働局と連携し、労働教育などによる育児・介護
休業法の周知・啓発

1,948 労働雇用課

【再掲】就職困難者のため
の就職サポート事業

就職が困難な母子家庭の母、子育て期の女性
等に対して求人開拓員が開拓した就職先をあっ
せん

12,622 労働雇用課

家庭福祉相談事業
母子自立支援員や女性相談員が生活全般につ
いて、相談、指導、助言

26,190 こども・家庭課

ひとり親家庭日常生活支援
事業

ひとり親家庭を対象に一時的な生活援助や保
育援助のために、家庭生活支援員を派遣

446 こども・家庭課

親と子のいきいき講座事業
ひとり親家庭を対象にした生活指導等の講座を
開催

1,417 こども・家庭課

ひとり親家庭就業・自立支
援事業

母子家庭の母等を対象に、就業に有利な資格
の取得を支援することやひとり親家庭等を対象
に就職等に関する相談を実施

33,310 こども・家庭課

【再掲】民間活用委託訓練
事業

離職者（就職困難な状況にある母子家庭の母
等を含む）等の再就職に当たり、就職に必要な
知識や技能等を習得するため、民間の教育訓
練機関等に委託する形で職業訓練を実施

508,311 人材育成課

要支援者に対する県営住宅
の優先入居

ひとり親家庭等の住宅に係る支援が必要な世帯
に対し県営住宅の優先入居を実施

                    - 建築住宅課公営住宅室

９　人々が
安心して暮
らせる環境
の整備
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容
当初予算額

（千円）
担当課（室）

性犯罪をなくすための啓発 性犯罪をなくすための意識啓発の実施                     -
人権・男女共同参画課
警察本部

犯罪被害者等支援事業
ＤＶ被害者等を含む犯罪被害者等の権利利益
の保護を図るため、被害者等への情報提供や
県民に対する広報・啓発を実施

646 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画講
座・セミナー事業

女性のチャレンジ支援、多様な生き方支援、女
性に対する暴力防止のための講座等の開催

3,197 男女共同参画センター

市町村支援研修（相談担当
者向け）

女性相談担当者に対し、相談内容の充実を図
るためのｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座を実施

55 男女共同参画センター

女性のための相談（一般相
談・法律相談・カウンセリ
ング）

・一般相談（男女共同参画相談員による電話・
面接相談）
・法律相談（女性弁護士による法律相談）
・カウンセリング（専門のカウンセラーによる相
談）

5,791 男女共同参画センター

女性一時保護所運営事業 様々な困難を抱えた女性の一時保護等の実施 6,724 こども・家庭課

女性相談センター運営事業
（ＤＶ防止講演会）

ＤＶ問題に対する理解と認識を広め、犯罪の未
然防止を図る

77 こども・家庭課

女性相談センター運営事業
（ＤＶ防止講演会以外の事
業）

女性の各般にわたる諸問題に対する相談、指
導、助言

4,008 こども・家庭課

児童虐待･ＤＶ24時間ホット
ライン

児童虐待及びＤＶに関する通告・通報及び緊急
の相談に24時間態勢で対応

10,772 こども・家庭課

企業におけるセクシュアル
ハラスメントをなくすため
の啓発

労働教育などによる男女雇用機会均等法に基
づくセクシュアルハラスメントを防止するための
指針等の周知・啓発

1,948 労働雇用課

【再掲】男女雇用機会均等
法の周知・啓発

労働教育講座などを通じての雇用機会均等法
の企業への周知、啓発

1,948 労働雇用課

【再掲】県営住宅の福祉目
的活用

ＤＶ被害者、ＤＶ類似被害者等の自立支援住宅
のため、県営住宅の空家を確保し提供

                    - 建築住宅課公営住宅室

セクシャルハラスメント防
止対策

公立学校における研修の実施、相談体制の整
備等を推進

                    -
義務教育課
高校教育課
特別支援教育課

【再掲】学校人権教育研修
会

【再掲】総合教育センター
課題別研修

性犯罪、売買春、ストー
カー等の犯罪に対する厳正
な対応

性犯罪、売買春、ストーカー等の犯罪に対する
取締りの徹底等

                    - 警察本部

性犯罪被害者に対する相
談・支援事業

・｢女性被害犯罪ダイヤルサポート１１０｣の設置
による相談・指導・助言
・診断書料等の公費負担制度の運用など、被害
者の精神的、経済的負担の軽減措置

661 警察本部

医師研究資金貸与事業
産科をはじめとした医師不足が顕著な特定診療
科の医師を確保するため研究資金を貸与

18,000
医療推進課医師確保対
策室

医学生修学資金等貸与事業
将来県内で従事する医師の確保を図るため、医
学生等に対して修学資金等を貸与

295,200
医療推進課医師確保対
策室

【再掲】信州医師確保総合
支援センター事業

ドクターバンク事業や地域医療を担う医師のキャ
リア形成支援等による総合的な医師確保対策の
実施

60,420
医療推進課医師確保対
策室

思春期保健事業

思春期の男女及び保護者を対象にした思春期
クリニック、思春期セミナーの開催及び２０歳まで
の思春期ピアカウンセラー（大学生、看護学生
等）の育成

325 保健・疾病対策課

11　生涯を
通じた女性
の健康支援

10　男女間
のあらゆる
暴力の根絶

教員に対する研修（男女共同参画の内容を含
む人権学習等）の実施

470
教学指導課
心の支援室
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容
当初予算額

（千円）
担当課（室）

女性の健康ライフ支援事業
不妊専門相談センターの設置、女性活き活き健
康相談での女性医師や保健師による健康相談
を実施（対象者：不妊に悩む夫婦ほか）

1,288 保健・疾病対策課

遺伝相談事業
遺伝と考えられる病気や異常について、不安や
悩みを持つ者への遺伝相談を実施

- 保健・疾病対策課

たばこ対策推進事業
たばこによる健康への悪影響を減らすため、た
ばこに関する情報提供、卒煙支援体制の整備、
受動喫煙防止を推進

- 健康増進課

がん対策総合推進事業
がんの予防、早期発見からがん治療、緩和ケア
まで広範にわたるがん対策を関係機関等と連携
して推進

164,942 保健・疾病対策課

エイズ・性感染症対策事業
（エイズ･性感染症相談・検
査、普及啓発事業等）

正しい知識と早期検査の重要性の普及啓発、
HIV検査の利便性向上及び受診機会拡大につ
いて重点的に推進

7,052 保健・疾病対策課

周産期医療対策事業

周産期・小児医療体制の順調な運用に係る課
題等について検討する協議会を設置するととも
に、母体・新生児の搬送状況を把握し、周産期
医療システムの効果的な運用を図るため、母
体・新生児の搬送状況等の調査を実施

687 医療推進課

周産期母子医療センター運
営事業

総合・地域周産期母子医療センターに対し運営
費を補助し、周産期医療体制の維持を図る

180,830 医療推進課

不妊に悩む方への特定治療
支援事業

不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図る 332,130 保健・疾病対策課

薬物乱用防止啓発事業

薬物乱用防止思想の普及啓発を図り、覚醒剤
やシンナー等の薬物乱用のない社会環境づくり
を推進するため、街頭啓発や薬物乱用防止指
導員による啓発活動を実施

2,554 薬事管理課

未成年者の薬物乱用防止
学校教育において喫煙・飲酒を含む薬物乱用
防止教育を実施、薬物乱用防止教育研修会等
の実施

国委 保健厚生課

【再掲】性に関する指導普
及推進事業

学校教育における性に関する指導の実施、性
に関する指導者研修会等の実施

575 保健厚生課

（新）第４次長野県男女共
同参画計画策定事業

平成28年度を初年度とする第４次男女共同参
画計画を策定するため、男女共同参画審議会
に諮問を行うとともに、県民意識調査を実施

838 人権・男女共同参画課

男女共同参画推進本部の運
営

庁内組織として男女共同参画推進本部を設置
し、施策の総合的な企画及び調整を実施

                    - 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画審議
会・推進指導委員の設置

男女共同参画社会づくり条例に基づき、男女共
同参画審議会、男女共同参画推進指導委員を
設置し、重要事項の調査審議や不服申出に対
する審査・勧告等を実施

708 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画推進
員の設置

県の全職場で「推進員」選任し、職場における
男女共同参画の環境整備や広報表現の配慮等
に取組み、成果を民間企業等へ普及

                    - 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画社会
づくり県民協働事業

県民の男女共同参画意識の高揚を図るため県
民、市町村等と協働して啓発イベントを開催

1,083 人権・男女共同参画課

【再掲】男女共同参画社会
づくり啓発事業

男女共同参画社会づくりの意識の普及啓発等
を図るため、啓発資料の作成配布、出前講座、
市町村計画策定等支援を実施

1,301 人権・男女共同参画課

男女共同参画センターの管
理運営

男女共同参画社会づくりの総合的な拠点施設と
して男女共同参画センターを管理運営（管理
費）

41,806
人権・男女共同参画課
男女共同参画センター

（推進体制
の整備）
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