
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30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 





H30 H29

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

1,217 1,245
人権・男女共同参
画課

男女共同参画講座・セミ
ナー事業

女性のエンパワーメントとチャレンジの促進、女性に
対するあらゆる暴力の根絶、仕事と生活の調和等の
ための講座等の開催（男女共同参画センター）

1,001 1,001
人権・男女共同参
画課

市町村支援研修
男女共同参画を推進するための行政担当者及び女
性相談担当者を対象とした研修の実施（男女共同
参画センター）

153 153
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を推進するため具体的な
課題解決に役立つ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）

160 230
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
コンプライアンス・
行政経営課　各課

女性職員の管理職等への登
用促進、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
特別支援教育課
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
特別支援教育課
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に向けて、試験制
度や、ワークライフバランスの制度の説明、女性職
員とのフリートーク、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

137 137
人権・男女共同参
画課

女性の活躍推進事業
子育て中や離職中の女性等にエンパワーメントや
ネットワークづくりの機会を提供するとともに、企業経
営者や男性管理職を対象にしたセミナー等を開催

5,669 5,862
人権・男女共同参
画課

労働教育講座事業
労使を対象に労働関係法令等に対する知識と理解
を深めることを目的とした講座を実施

1,954 1,949 労働雇用課

男女共同参画センター情報
提供事業

男女共同参画社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）

187 187
人権・男女共同参
画課

目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容
当初予算額（千円）

担当課（室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年度男女共同参画社会づくりの促進に関する施策　　　　　　　　　　　　　　　　

1 政策・方
針決定過程
への女性の
参画の拡大
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H30 H29
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

137 137
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

1,217 1,245
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

女性のエンパワーメントとチャレンジの促進、女性に
対するあらゆる暴力の根絶、女性が活躍できる社会
の実現等のための講座等の開催（男女共同参画セ
ンター）

1,001 1,001
人権・男女共同参
画課

【再掲】女性の活躍推進事
業

子育て中や離職中の女性等にエンパワーメントや
ネットワークづくりの機会を提供するとともに、企業経
営者や男性管理職を対象にしたセミナー等を開催

5,669 5,862
人権・男女共同参
画課

保育士人材バンク事業
年度途中をはじめとする保育士確保に対応するた
め、保育士人材バンクによる潜在保育士の再就職
支援等を実施

4,992 4,992 こども・家庭課

保育士修学資金貸付等事業
保育士の養成確保を推進するため、保育士養成に
係る修学資金等をはじめとする貸付を実施(返還免
除条件付）

20,262 20,262 こども・家庭課

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

6,030 6,030 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

34,144 34,032 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

2,084 2,349 医師確保対策室

医療従事者の勤務負担軽減のための取組等、病院
が行う医療従事者が働きやすい環境整備の推進を
支援することにより、医療従事者の離職防止及び確
保を図る

4,000 4,000 医療推進課

医師等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

2,000 2,000 医師確保対策室

介護福祉士修学資金等貸付
事業

介護等の養成施設に在学する者の修学を支援する
とともに、離職した介護人材の復職を支援するため
再就職準備金を貸し付ける。

19,118 13,816 地域福祉課

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

173,645 173,645 保健・疾病対策課

薬剤師復職・就業支援事業
病院・薬局等での勤務経験がある薬剤師（特に女
性）に、病院・薬局等と連携し研修プログラムや復
職・就業支援相談会、ｅーランニングの実施等

1,999 1,880 薬事管理課

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

446,855 449,248 人材育成課

【再掲】労働教育講座事業
労使を対象に労働関係法令等に対する知識と理解
を深めることを目的とした講座を実施

1,954 1,949 労働雇用課

２　雇用の
場における
男女の均等
な機会・待
遇の確保と
女性の職域
拡大

医療従事者が働きやすい環
境整備推進事業
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H30 H29
目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

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

13,933 13,525 労働雇用課

はたらく女性応援プロジェ
クト事業

子育て中の女性に対する就業相談、セミナー、イン
ターンシップ等による再就職支援及び県内企業の
女性従業員を対象とした就業継続支援セミナーの
開催

35,889 49,042 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
技術者の雇用・育成や仕事と育児・介護との両立支
援に取り組む企業に対する優遇措置

- - 技術管理室

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

（新）建設現場への週休２
日導入及び女性活躍応援事
業

企業局発注の水道工事における週休２日確保のた
めの新たな標準工期の設定及び経費率の加算措
置の他、女性技術者の労働環境整備のための専用
トイレや更衣室の設置等を特記仕様書に明記

8,163 - 水道事業課

ＮＰＯとの協働推進事業 県民協働の推進、ＮＰＯ活動の支援 16,106 11,546 県民協働課

サポートオフィス事業
総合相談窓口の「ながの創業サポートオフィス」によ
る相談・助言をワンストップで実施

12,482 12,456
創業・サービス産
業振興室

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

7,556 7,468 ものづくり振興課

長野県アスリート就職支援
事業

世界や全国で活躍できるトップアスリートが県内に
就職しながら競技を続け、現役引退後は指導者とな
り新たなアスリート育成や地域スポーツの推進に寄
与するスポーツの好循環を創出する。

875 920 スポーツ課
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H30 H29
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

13,550 14,240 産業政策課

クラウドファンディング活
用促進事業

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

2,425 2,565
創業・サービス産
業振興室

【再掲】サポートオフィス
事業

総合相談窓口の「ながの創業サポートオフィス」によ
る相談・助言をワンストップで実施

12,482 12,456
創業・サービス産
業振興室

（新）スタートアップ支援
モデル事業

イノべ―ティブな創業とオープンイノベーションを促
進する場となる「イノベーションハブ（仮称）」の構築
に向けて、その機能や体制、提供プログラム、設置
場所等を調査研究する。

5,067 -
創業・サービス産
業振興室

（拡）「長野県農村女性プ
ラン」の推進

農村女性が農業経営や地域活動に主体的に参加
し、次代の農村を築くことを目的とする当プランの推
進のための普及・啓発活動及び研修の実施

1,939 - 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 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、農村女性フェスティバル等を開催

485 1,187 農村振興課

（新）NAGANO農業女子ス
テップアップ支援事業

農業女子の経営発展に向けた取組支援やセミナー
開催により将来の農業経営者の育成を進めるととも
に、信州農業・農村の魅力発信や交流による若い
女性の移住・就農を促進

2,927 - 農村振興課

担い手育成総合支援事業
（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

300 671 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

229,026 157,509
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46日 30人 林
業総合センター）を開催

520 520 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
けた研修会の開催等の取組を支援

235 235 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

29,655 32,103 信州の木活用課

３　農林
業、商工業
等の自営業
における女
性の参画促
進
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H30 H29
目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

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、結婚、子育て支援の取組を推進

24,492 33,391 次世代サポート課

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

729 745
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

1,217 1,245
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

137 137
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

女性のエンパワーメントとチャレンジの促進、女性に
対するあらゆる暴力の根絶、仕事と生活の調和等の
ための講座等の開催（男女共同参画センター）

1,001 1,001
人権・男女共同参
画課

【再掲】女性の活躍推進事
業

子育て中や離職中の女性等にエンパワーメントや
ネットワークづくりの機会を提供するとともに、企業経
営者や男性管理職を対象にしたセミナー等を開催

5,669 5,862
人権・男女共同参
画課

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

48,197 26,416 健康増進課

仕事と暮らしの両立への環
境整備

仕事と暮らしの両立を支援するための職場環境の
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 1,884,322

1,801,648
（私立幼稚園教
育振興費補助

金総額）

私学振興課

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 5,075 6,522 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 2,675,275 2,562,464 こども・家庭課

施設型給付費
（私立幼稚園等運営費）

教育の実施に要する費用を補助 386,261 353,041 私学振興課

子ども・子育て支援事業
（病児保育事業）

病児・病後児保育の実施への補助 92,386 66,071 こども・家庭課

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 113,569 102,560 こども・家庭課

子ども・子育て支援整備事
業

市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく病児
保育事業を実施するための施設整備に要する費用
の一部を補助

26,669 41,222 こども・家庭課

認定こども園等の環境整備
事業

認定こども園等の施設整備等に対し補助 240,000 300,560 私学振興課

４　男女の
仕事と生活
の調和
（ワーク・
ライフ・バ
ランス）

－ 49 －



H30 H29
目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

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

73,548 79,413 次世代サポート課

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 734,949 659,165 次世代サポート課

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

101,184 101,184 こども・家庭課

子育て支援員認定研修事業
地域における多様な保育や子育て支援事業の担い
手を育成するため、子育て支援員の認定研修を実
施

8,360 13,932 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

130,914 111,671 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

2,084 2,349 医師確保対策室

医療従事者の勤務負担軽減のための取組等、病院
が行う医療従事者が働きやすい環境整備の推進を
支援することにより、医療従事者の離職防止及び確
保を図る

4,000 4,000 医療推進課

医師等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

2,000 2,000 医師確保対策室

中小企業融資制度資金

中小企業振興資金（しあわせ信州創造枠）におい
て、「職場いきいきアドバンスカンパニー（多様な働
き方等実践企業）」の認証を受けた者に対し、貸付
利率の優遇措置
※認証を受けるためには、　「社員の子育て宣言」
等の要件を満たすことが条件

47,685,913
の内数

56,870,827
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

446,855 449,248 人材育成課

【再掲】労働教育講座事業
労使を対象に労働関係法令等に対する知識と理解
を深めることを目的とした講座を実施

1,954 1,949 労働雇用課

多様な働き方普及促進事業

・企業に対して多様な働き方制度の導入や従業員
の処遇改善を働きかけるとともに、職場いきいきアド
バンスカンパニー認証制度を普及
・シンポジウム開催等による働き方改革推進に向け
た啓発の実施

35,775 40,532 労働雇用課

ＩＴ活用による新たな働き
方普及事業

ＩＴスキル習得セミナー等のテレワーカー育成講座
を開催するとともに、企業に対するテレワーカーへ
の業務発注方法等の普及を図ることにより、時間や
場所にとらわれない新たな働き方を普及

15,304 19,316 労働雇用課

【再掲】
医療従事者が働きやすい環
境整備推進事業
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H30 H29
目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

【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
技術者の雇用・育成や仕事と育児・介護との両立支
援に取り組む企業に対する優遇措置

－ － 技術管理室

【再掲】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

【再掲】（新）建設現場へ
の週休２日導入及び女性活
躍応援事業

企業局発注の水道工事における週休２日確保のた
めの新たな標準工期の設定及び経費率の加算措
置の他、女性技術者の労働環境整備のための専用
トイレや更衣室の設置等を特記仕様書に明記

8,163 - 水道事業課

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
特別支援教育課
スポーツ課

（新）信州発スクールイノ
ベーション　働き方改革加
速事業

すべての学校で、教員が指導力を一定以上に高
め、すべての授業で、質の高い授業を実現するため
に、学校と教員が担うべき業務を明確にし、分業
化、協業化を進め、長時間勤務という働き方を改善
する。

        3,500  - 義務教育課

（新）部活動指導員任用事
業補助金

部活動の充実と、教員の部活動指導の負担軽減を
図り教員の働き方改革につなげるため、公立中学
校への部活動指導員の配置に対して支援

24,416               - 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、学習習慣が十分には身に付いていない
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。

20,806 24,241
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）

920 920
人権・男女共同参
画課
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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

1,217 1,245
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

603 698
人権・男女共同参
画課

市町村男女共同参画計画策
定支援事業

自治会等地域における組織のリーダーを対象に男
女共同参画の視点を活かした地域づくりの理念や
手法等について講座を開催

175 175
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

13,539 13,639
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】労働教育講座事業
労使を対象に労働関係法令等に対する知識と理解
を深めることを目的とした講座を実施

1,954 1,949 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

情報モラル教育の推進
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

５　社会制
度・慣行の
男女共同参
画の視点に
立った見直
し、意識改
革
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H30 H29
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

1,217 1,245
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

729 745
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

女性のエンパワーメントとチャレンジの促進、女性に
対するあらゆる暴力の根絶、仕事と生活の調和等の
ための講座等の開催（男女共同参画センター）

1,001 1,001
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 1,700
人権・男女共同参
画課

（新）地域住民の学びと活
動を支える中間支援人材育
成事業

地域住民の学びと活動のプロセスを促すファシリ
テーター人材を育成。住民自治を支える学びの場と
しての公民館の機能強化を図るため、公民館職員
に対し、地域ごとの課題に応じた活動の企画立案や
具体的実践をリードできる力量を形成

3,978 -
地域振興課
文化財・生涯学習
課

ボランティア活動リーダー
養成事業

県民一般のボランティア活動への参加機運の醸成
と活動の普及を図るとともに、ボランティア活動の中
核的役割を担う人材を発掘・養成する。

933 823 地域福祉課

（新）里山整備利用地域
リーダー育成事業

地域住民による里山の整備・利活用を促進する「里
山整備利用地域」の認定開始と併せて、地域内で
の活動を支援・牽引する人材の育成を推進する。

2,751 - 信州の木活用課

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

49,299 50,249 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

70,809 70,311 健康増進課

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

学校人権教育研修会
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

474 474 心の支援課

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

【再掲】情報モラル教育の
推進

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

594 591 心の支援課

（新）キャリア教育ステッ
プアップ事業

平成23年11月に策定された「長野県キャリア教育ガ
イドライン」に基づく取組を検証することともに、今後
のキャリア教育について検討を行い、新たなガイドラ
インを策定する。

421 - 教学指導課

６　男女共
同参画を推
進する教
育・学習の
充実
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目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

（新）キャリア・チャレン
ジ・プログラム

探究的な学びを通して、学校で学ぶことと社会との
接続を意識し、一人一人の社会的・職業的自立に
向けた資質・能力を育むキャリア教育を実践する。

3,633 - 教学指導課

生涯学習推進センター研修
事業

地域における社会教育のリーダーや、地域課題解
決に向け実践活動を推進できる人材を育成するた
め、各種研修講座を実施

1,613 1,672
文化財・生涯学習
課

図書館改革事業

これからの社会を生き抜く県民を支える機関として
あるべき図書館の姿について考えるフォーラムや、
県民の学びの活動を支援するワークショップ等を開
催。

73,674 11,853
文化財・生涯学習
課

性被害防止に向けた指導充
実事業

「子どもの性被害防止教育キャラバン隊」を中学校
（拠点校）及び希望する県立高校、私立高校等、特
別支援学校高等部へ派遣し、性被害防止に係る
「性に関する指導」と「情報モラル教育」等を実施す
るとともに、学校における性に関する指導を充実さ
せるための研修会を実施

5,044 7,369
心の支援課
保健厚生課
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目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

７　男性に
とっての男
女共同参画
の推進

【再掲】市町村男女共同参
画計画策定支援事業

自治会等地域における組織のリーダーを対象に男
女共同参画の視点を活かした地域づくりの理念や
手法等について講座を開催

175 175
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

1,217 1,245
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

729 745
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

137 137
人権・男女共同参
画課

【再掲】仕事と暮らしの両
立への環境整備

仕事と暮らしの両立を支援するための職場環境の
整備

              -               -
職員キャリア開発
センター

大学生のライフプラン形成
支援事業

大学と連携して、大学生自身が結婚観や将来設計
について具体的に考える機会を提供し、結婚・子育
てに対するポジティブな意識を醸成

        1,616  － 次世代サポート課

信州こどもサポート（仮
称）構築事業

県・市町村・民間機関が連携して、子どもと子育て
家庭を切れ目なく支援する体制を構築する。

          985               - 次世代サポート課

【再掲】多様な働き方普及
促進事業

・企業に対して多様な働き方制度の導入や従業員
の処遇改善を働きかけるとともに、職場いきいきアド
バンスカンパニー認証制度を普及
・シンポジウム開催等による働き方改革推進に向け
た啓発の実施

35,775 40,532 労働雇用課

【再掲】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）

920 920
人権・男女共同参
画課
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目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

【再掲】市町村男女共同参
画計画策定支援事業

自治会等地域における組織のリーダーを対象に男
女共同参画の視点を活かした地域づくりの理念や
手法等について講座を開催

175 175
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

1,217 1,245
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

729 745
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

137 137
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）

1,001 1,001
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

男女共同参画社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）

187 187
人権・男女共同参
画課

地域発　元気づくり支援金

活力あふれる元気な長野県づくりを進めるため、市
町村や公共的団体等が、住民とともに、自らの知恵
と工夫により自主的、主体的に取り組む地域の元気
を生み出すモデル的で発展性のある事業を支援

850,000 850,000 地域振興課

【再掲】（新）地域住民の
学びと活動を支える中間支
援人材育成事業

地域住民の学びと活動のプロセスを促すファシリ
テーター人材を育成。住民自治を支える学びの場と
しての公民館の機能強化を図るため、公民館職員
に対し、地域ごとの課題に応じた活動の企画立案や
具体的実践をリードできる力量を形成

3,978 -
地域振興課
文化財・生涯学習
課

【再掲】ボランティア活動
リーダー養成事業

県民一般のボランティア活動への参加機運の醸成
と活動の普及を図るとともに、ボランティア活動の中
核的役割を担う人材を発掘・養成する。

933 823 地域福祉課

【再掲】（新）里山整備利
用地域リーダー育成事業

地域住民による里山の整備・利活用を促進する「里
山整備利用地域」の認定開始と併せて、地域内で
の活動を支援・牽引する人材の育成を推進する。

2,751 - 信州の木活用課

ＰＴＡ指導者研修事業
ＰＴＡ指導者を対象に、男女が共に参加するＰＴＡ
活動のあり方などについての研修会を実施

173 178
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 6,078 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　地域・
防災分野に
おける男女
共同参画の
推進
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H30 H29
目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

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

120,262
（=地域福祉総
合助成金交付
事業総額）の

一部

127,250
（=地域福祉総
合助成金交付
事業総額）の一

部

地域福祉課

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 18,210 19,820 地域福祉課

信州パーソナル・サポート
事業

生活就労支援センターで、生活困窮者からの相談
に対応し、自立・就労に向けたきめ細かい支援を行
う。

156,637 153,976 地域福祉課

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
認知症の理解、高齢者虐待防止のための啓発リー
フレットの作成および配布

447 447 保健・疾病対策課

障がい者の農業就労チャレ
ンジ事業

障がい者就労施設における農業分野での施設外就
労及び施設内就労を促進し、障がい者の働く場を
創出・拡大するとともに障がい者の工賃アップを図
る。

14,994 14,880 障がい者支援課

【再掲】労働教育講座事業
労使を対象に労働関係法令等に対する知識と理解
を深めることを目的とした講座を実施

1,954 1,949 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

13,933 13,525 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

26,155 25,321 こども・家庭課

官民協働の子どもの居場所
「信州こどもカフェ」推進
事業

学習支援、食事提供、悩み相談、学用品のリユース
等により家庭機能を補完する子どもの居場所「信州
こどもカフェ」の普及・拡大を図るため、地域プラット
フォーム及び信州こどもカフェの「担い手育成」のた
めの研修会等を実施

4,100 5,774 こども・家庭課

子どもの生活・学習支援事
業

子どもの居場所づくりを推進するため、市町村が国
庫補助を活用して子どもの居場所を開設・運営する
場合に、その費用の一部を補助

5,810 2,903 こども・家庭課

県内大学進学・修学奨学金
給付事業

経済的困難を抱えながら県内大学で学ぶ意欲ある
学生の修学を支援するため、入学金等一時金及び
在学中の奨学金を給付

20,300 17,650 こども・家庭課

ひとり親家庭日常生活支援
事業

ひとり親家庭等を対象に生活援助や保育援助のた
めに、家庭生活支援員を派遣

328 443 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

1,717 1,717 こども・家庭課

養育費・面会交流支援モデ
ル事業

ひとり親家庭を対象に、養育費の確保、面会交流に
係る無料相談会を実施

          460 460 こども・家庭課

９　困難を
抱えた女性
等が安心し
て暮らせる
環境の整備
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H30 H29
目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

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
得支援やひとり親家庭等を対象に就職等に関する
相談を実施

46,165 40,059 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

446,855 449,248 人材育成課

要支援者に対する県営住宅
の優先入居

ひとり親家庭や高齢者世帯・障がい者世帯等の住
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

              -               - 公営住宅室

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 9,897 9,897 国際課

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、出前講座、外国籍
生徒等進学ガイダンス等を実施し、多文化共生の
意識づくりを推進する。

 -               - 国際課

国際交流員設置事業
国際交流員(3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

14,248 10,118 国際課

【再掲】男女共同参画講
座・セミナー事業

女性のエンパワーメントとチャレンジの促進、女性に
対するあらゆる暴力の根絶、仕事と生活の調和等の
ための講座等の開催（男女共同参画センター）

1,001 1,001
人権・男女共同参
画課

【再掲】市町村支援研修
男女共同参画を推進するための行政担当者及び女
性相談担当者を対象とした研修の実施（男女共同
参画センター）

153 153
人権・男女共同参
画課

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カウンセ
リング）（男女共同参画センター）

6,190 6,092
人権・男女共同参
画課

【再掲】グループ企画協働
事業

男女共同参画社会づくりを推進するため具体的な
課題解決に役立つ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）

160 230
人権・男女共同参
画課
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H30 H29
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

304 548
人権・男女共同参
画課

性暴力被害者支援センター
運営事業

性被害者への総合的な支援を可能な限り１か所で
提供することで、被害者の心身の負担を軽減し、そ
の健康の回復を図るとともに、被害の潜在化防止を
図る。

19,067 17,103
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

女性のエンパワーメントとチャレンジの促進、女性に
対するあらゆる暴力の根絶、仕事と生活の調和等の
ための講座等の開催（男女共同参画センター）

1,001 1,001
人権・男女共同参
画課

【再掲】市町村支援研修
男女共同参画を推進するための行政担当者及び女
性相談担当者を対象とした研修の実施（男女共同
参画センター）

153 153
人権・男女共同参
画課

【再掲】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カウンセ
リング）
（男女共同参画センター）

6,190 6,092
人権・男女共同参
画課

【再掲】グループ企画協働
事業

男女共同参画社会づくりを推進するため具体的な
課題解決に役立つ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）

160 230
人権・男女共同参
画課

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 7,024 6,763 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るための講演会
を開催

77 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

1,973 1,978 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

11,374 10,342 こども・家庭課

子どもを性被害から守るた
めの取組み

人権教育や性教育、インターネットの適正利用に関
する啓発等、県民運動の取組を総合的に推進

9,244 11,340 次世代サポート課

【再掲】労働教育講座事業
労使を対象に労働関係法令等に対する知識と理解
を深めることを目的とした講座を実施

1,954 1,949 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

              -               - 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

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

474 474 心の支援課

10　女性に
対するあら
ゆる暴力の
根絶
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H30 H29
目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

【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

594 591 心の支援課

【再掲】性被害防止に向け
た指導充実事業

「子どもの性被害防止教育キャラバン隊」を中学校
（拠点校）及び希望する県立高校、私立高校等、特
別支援学校高等部へ派遣し、性被害防止に係る
「性に関する指導」と「情報モラル教育」等を実施す
るとともに、学校における性に関する指導を充実さ
せるための研修会を実施

5,044 7,369
心の支援課
保健厚生課

子ども安全総合対策事業
スクールサポーターによる性被害防止教育の積極
的実施

19,532 19,576 警察本部

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

・｢性犯罪被害ダイヤルサポート１１０｣の運用による
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

1,093 799 警察本部

－ 60 －



H30 H29
目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

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

15,000 15,000 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

328,800 338,400 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

34,144 34,032 医師確保対策室

信州ＡＣＥ(エース)プロ
ジェクト推進事業

一人ひとりが健やかで幸せに暮らせる「しあわせ健
康県」の実現のため、生活習慣の改善に向けた重
点３項目、Action（体を動かす）、Check(健診を受け
る）、Eat(健康に食べる）の取組を県民総ぐるみで推
進します。

20,311 13,642 健康増進課

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

514 1,033 健康増進課

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

342 328 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）

1,314 1,250 保健・疾病対策課

【再掲】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

173,645 173,645 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

6,538 6,952 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

407 387 保健・疾病対策課

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

166,324 166,324 保健・疾病対策課

信州母子保健推進センター
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

4,252 6,321 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 336,225 339,975 保健・疾病対策課

薬物乱用防止啓発事業

薬物乱用防止の普及啓発を図り、覚醒剤や大麻等
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

2,680 2,715 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

173 244 保健厚生課

【再掲】性被害防止に向け
た指導充実事業

「子どもの性被害防止教育キャラバン隊」を中学校
（拠点校）及び希望する県立高校、私立高校等、特
別支援学校高等部へ派遣し、性被害防止に係る
「性に関する指導」と「情報モラル教育」等を実施す
るとともに、学校における性に関する指導を充実さ
せるための研修会を実施

5,044 7,369
心の支援課
保健厚生課

11　生涯を
通じた男女
の健康支援

－ 61 －



H30 H29
目　　標 事　　業　　名　　等 事　　　業　　　内　　　容

当初予算額（千円）
担当課（室）

（推進体制
の強化） 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

603 698
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

729 745
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

1,217 1,245
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）

38,716 141,278
人権・男女共同参
画課

－ 62 －
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