
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27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 



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（男女共同参画センター）

762 人権・男女共同参画課

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（男女共同参画センター）

48 人権・男女共同参画課

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
職 員 キ ャ リ ア 開 発 セン
ター

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

県庁ガイダンス（女子会）
の開催

県職員の仕事に興味のある女性を対象
に、試験制度の説明、女性職員との対話、
個別相談会等を実施

- 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

137 人権・男女共同参画課

労働教育講座事業
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（男女共同
参画センター）

201 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

716 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

121 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

13,590 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

人権・男女共同参画課
文化財・生涯学習課

平成27年度男女共同参画社会づくりの促進に関する施策

基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容 担当課（室）
当初予算額
（千円）

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（男女共同参
画センター、生涯学習推進センター）

46
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容 担当課（室）
当初予算額
（千円）

【再掲】労働教育講座事業
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

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少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

961 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（男女共同参画センター）

762 人権・男女共同参画課

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

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少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

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

541 心の支援課

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

11,626 教学指導課

障がい者と共生する社会づ
くり

障がい者の生活や文化について理解を深
める講座を実施（生涯学習推進センター）

97 文化財・生涯学習課

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

434 心の支援課

【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（男女共同参
画センター、生涯学習推進センター）

46
人権・男女共同参画課
文化財・生涯学習課

学校人権教育研修会
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容 担当課（室）
当初予算額
（千円）

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

507 保健厚生課

（新）性被害防止に向けた
性に関する指導充実事業

「子どもの性被害防止教育キャラバン隊」を
設置して県立高校及び希望する私立高
校、中学校へ派遣し、性被害防止に係る
「性に関する指導」と「情報モラル教育」を
実施

3,644 心の支援課

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

9,882 国際課

（新）多文化共生推進月間
の実施

７月を多文化共生推進月間とし、シンポジ
ウム、出前講座、パネル展示等を実施し、
多文化共生の意識づくりを推進

753 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

10,595 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）

3,554 国際課

長野県・河北省青少年相互
交流事業

長野県の青少年の派遣(10人）、中国河北
省の青少年の受入れ　（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

137 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（男女共同参画センター）

762 人権・男女共同参画課

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

6,062 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

113,742
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

3,081
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

離転職者等を対象に、就職に必要な知識・
技能を習得するための職業訓練を民間教
育訓練機関等に委託して実施し、就職の
促進を図る

478,812 人材育成課

【再掲】労働教育講座事業
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

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

12,710 労働雇用課

（新）女性の就職応援プロ
ジェクト事業

子育て女性に対する就業相談から職業紹
介までを一体的に支援するとともに、職域
を拡大するためのイベント等を実施

49,424 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

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 担当課（室）
当初予算額
（千円）

製造の請負、物件の買入れ
等の入札参加資格審査

県の製造の請負、物件の買入れ等入札参
加資格審査において、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

                      - 契約・検査課

ＮＰＯとの協働推進事業 県民協働の推進、ＮＰＯ活動の支援 39,597 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

163,618 産業立地・経営支援課

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

4,455 ものづくり振興課

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

15,046 産業政策課

（新）クラウドファンディ
ング活用ビジネス創出支援
事業

ビジネスプランの実現化セミナーや相談会
等を開催するとともに、クラウドファンディン
グの活用による資金調達等によりビジネス
創出を支援

12,021
産業政策課サービス産
業振興室

「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

1,240 農村振興課

農業リーダー育成事業
（新）（若手女性農業者連携活
動支援事業）

若手女性農業者グループが自主的に行う
実践的な取組を支援

1,043 農村振興課

（新）長野でかがやく農業
女子応援事業

若い女性農業者（農業女子）のネットワーク
化を図り、共感し合う仲間との自主的な交
流活動を促進するとともに、都会に住む若
い女性の就農や移住を促進するため、女
性農業者などにより長野県の農業・農村の
魅力を発信

5,566 農村振興課

担い手育成総合支援事業
（新）（女性農業者経営能
力向上支援事業）

農業を経営する女性が、経営の安定や事
業発展を目指し、経営者としてのステップ
アップを図るための自主的な取組を支援

665 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

19,053
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

528 信州の木活用課

林業就業支援事業
林業への就労に向け必要な知識・技術の
習得を行う若者に対して、安心して専念で
きるよう、生活維持のための資金を給付

39,505 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

121 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

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 担当課（室）
当初予算額
（千円）

【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

961 人権・男女共同参画課

【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

137 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（男女共同参画センター）

762 人権・男女共同参画課

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（男女共同参
画センター）

155 人権・男女共同参画課

【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（男女共同
参画センター）

201 人権・男女共同参画課

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

6,091 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

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少子化対策を進める
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

2,056 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

961 人権・男女共同参画課

【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

137 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（男女共同参画センター）

762 人権・男女共同参画課

(新）しあわせ信州なでし
こ移住アカデミー

子育て世代の女性や女子学生を対象に、
移住を促進するためのセミナーやインター
ンシップ等を実施

5,799 地域振興課

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

                      -
職 員 キ ャ リ ア 開 発 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

1,795,236
（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 7,627 こども・家庭課

施設型給付費
（民間保育所運営費）

保育の実施に要する費用を負担 1,785,712 こども・家庭課
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容 担当課（室）
当初予算額
（千円）

地域子ども・子育て支援事
業（病児・病後児保育事
業）

病児・病後児保育の実施への補助 59,004 こども・家庭課

地域子ども・子育て支援事
業（延長保育事業）

延長保育（加算分）の実施への補助 29,783 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 198,594 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

121,168 こども・家庭課

地域子ども・子育て支援事
業（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 494,998 こども・家庭課

子育て支援総合助成金事業

発達障がいの疑いのある児童への保育士
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

101,184 こども・家庭課

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

89,554 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

3,081
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

68,505,371
の内数

産業立地・経営支援課

【再掲】民間活用委託訓練
事業

離転職者等を対象に、就職に必要な知識・
技能を習得するための職業訓練を民間教
育訓練機関等に委託して実施し、就職の
促進を図る

478,812 人材育成課

【再掲】労働教育講座事業

・労働教育などによる労働法令、育児・介護
休業法の周知、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
・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
・多様な働き方等実践企業の認証制度創
設

31,766 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。また、地域の人材の協力により、土
曜日等の教育支援体制の構築を図る市町
村、学習の遅れがちな中学生を対象とした
学習支援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（男女共同参
画センター）

664 人権・男女共同参画課
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容 担当課（室）
当初予算額
（千円）

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・障がい者
の居室等のバリアフリー化に要する経費等
へ助成

131,662
（=地域福祉総合助成金
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

55,833 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

67,903 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

495 保健・疾病対策課

人生二毛作社会推進事業

シニア世代の社会参加を促進するため、長
野県長寿社会開発センターに３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・機能強化等、人生二毛
作・生涯現役社会の仕組みづくりを推進

15,438
※

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

16,618 地域福祉課

【再掲】労働教育講座事業
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

12,710 労働雇用課

家庭福祉相談事業
母子・父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

24,263 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

488 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

1,217 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

33,970 こども・家庭課

【再掲】民間活用委託訓練
事業

離転職者等を対象に、就職に必要な知識・
技能を習得するための職業訓練を民間教
育訓練機関等に委託して実施し、就職の
促進を図る

478,812 人材育成課

要支援者に対する県営住宅
の優先入居

ひとり親家庭や多子世帯等の住宅に係る
支援が必要な世帯に対し県営住宅の優先
入居等を実施

                      - 建築住宅課公営住宅室

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

(新)ワンストップ支援セン
ター検討事業

性被害者への総合的な支援を１か所で提
供するワンストップ支援センター開設に向
けた検討を行うため、準備会議を開催

1,442 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（男女共同参画センター）

762 人権・男女共同参画課

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プ講座を実施（男
女共同参画センター）

105 人権・男女共同参画課

９　人々が
安心して暮
らせる環境
の整備

10　男女間
のあらゆる
暴力の根絶
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容 担当課（室）
当初予算額
（千円）

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）
（男女共同参画センター）

5,830 人権・男女共同参画課

子どもを性被害から守るた
めの取組み

子どもの性被害防止のための情報教育や
性教育等を実施

5,000 次世代サポート課

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

6,920 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

2,452 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

10,835 こども・家庭課

【再掲】労働教育講座事業
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

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】社会人権教育リー
ダー研修会

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

541 心の支援課

（新）性被害防止に向けた
性に関する指導充実事業

「子どもの性被害防止教育キャラバン隊」を
設置して県立高校及び希望する私立高
校、中学校へ派遣し、性被害防止に係る
「性に関する指導」と「情報モラル教育」を
実施

3,644 心の支援課

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

658 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

30,000
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

309,600
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

113,742
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

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）

1,228 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

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

434 心の支援課

11　生涯を
通じた女性
の健康支援

【再掲】学校人権教育研修
会
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基本目標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容 担当課（室）
当初予算額
（千円）

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

180,122 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

7,023 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

340 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

166,324 医療推進課

（新）信州母子保健推進セ
ンター運営事業

市町村と協調して妊娠から子育てまでの相
談・支援体制を構築する

2,089
※

保健・疾病対策課

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

358,632
一部※

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

2,513 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

507 保健厚生課

（推進体制
の整備） 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
画審議会を開催し、計画の普及のため、計
画書と計画ダイジェスト版を作成

802 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

716 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

961 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）

49,506 人権・男女共同参画課

※…H27.2補正予算金額
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