
重点目標（１）男女共同参画の意識の形成
（単位：千円）

29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

　国が策定する男女共同参画の視点からの広報ガイ
ドラインに基づき公的機関の発行する広報・出版物
について、性別に基づく固定観念にとらわれない表
現とする。

－ － 全部局

　県内全世帯へ配布される「県民だより」等を活用
して、男女共同参画社会づくりの意識啓発を図る。 66,483 65,428 広報広聴課

　各所属に相談員（所属長及び所属長が指定する職
員）を配置し、苦情相談に対応できる体制を整備す
る。

－ －

　県が一事業所として率先して仕事と家庭・地域生
活の両立がしやすい職場を目指す行動計画に基づ
き、環境整備を進める。

－ －

県内の生涯学習センターや公民館等で実施される男
女共同参画の視点を取り入れた講座等の情報を収集
し、県民に提供するとともに、その学習・相談に応
じる。

4,759 5,673 まなび課、
生涯学習センター

　男女共同参画社会基本法の公布・施行日（平成11
年6月23日）を踏まえて定められた男女共同参画週間
（6/23～6/29）において、広報紙「アバンセＮＯ
Ｗ」や「県民だより」等を活用し、啓発の推進を図
るとともに県民への周知を行う。

－ －

　「第４次男女共同参画基本計画」の普及・啓発を
図るためにセミナーを開催するとともに､計画を着実
に遂行するため､県民や企業等へ男女共同参画の実現
に向けた協力等を要請する。

－ －

有識者や公募により委員を構成し、男女共同参画基
本計画の推進状況の検証、確認、現状の把握、分析
をしてもらい、年次報告として公表する。また、男
女共同参画施策の推進に関して必要な事項について
は、意見を聞くなど、連携をとりながら施策を推進
する。

－ －

　県職員の男女共同参画に関する理解を深め、意識
啓発を図るため、研修を行う。
・男女共同参画推進員研修　等

－ －

　会議を通じて男女共同参画に関する情報を提供
し、市町における取組の推進を支援する。 － －

　男女共同参画に関する施策の推進状況等を把握
し、県民に報告するとともに、市町及び庁内各課の
事業の指針とする。

－ －

　県内各地域で男女共同参画社会についての意識形
成を推進する男女共同参画の正しい理解・認識を浸
透させることを目的に研修を開催する

－ －

Ⅲ　佐賀県の男女共同参画関連施策の概要

基本方向１　男女共同参画推進の基盤づくり

事業内容　 担当課事業名

広報ガイドラインに基づ
く表現

｢県民だより｣等による広
報事業

男女共同参画週間の広
報・啓発

基本計画の普及・啓発

男女共同参画推進審議会
の開催

男女参画・女性の
活躍推進課

広報・学習相談事業

「特定事業主行動計画」
の推進

セクハラ相談員の設置

県職員の男女平等意識の
向上

市町男女共同参画行政主
管課長会議の開催

｢男女共同参画の現状と
施策｣の作成･公表

男女共同参画推進リー
ダー研修の開催

人事課
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

事業内容　 担当課事業名

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

73,788 73,746 男女参画・女性の活躍推進課

情報提供事業｢アバン
セNOW｣の発行ほか

  男女共同参画センター及び男女参画・県民協働課
の事業等を効果的にPRし、施設の利用促進を図るた
め、「アバンセNOW」を発行する。また、行政施策等
についての情報提供を通じて、男女共同参画社会に
ついての県民の理解を深める。

図書資料等整備事業
　女性の精神的、経済的自立と活動及び県民の生涯
学習を支援する情報源としての図書資料を利用者に
迅速に提供する。

企画相談・コーディ
ネート等

　市町担当者、企業、民間団体、個人等からの男女
共同参画に関する企画の相談に応じ、コーディネー
トすることにより地域での男女共同参画推進の拡が
りを支援していく。

男女共同参画お届け
講座

　地域各種団体において、団体の規模・形態を問わ
ず、要望のあった団体（県民）を対象に、出前講座
で男女共同参画の基本理念について学習する機会を
提供し、男女共同参画社会の形成を促進する。

明治維新期の女性活
躍イベント

 明治維新期に活躍した佐賀県に関連する女性にス
ポットを当て、その功績について学ぶ機会を提供
し、男女共同参画意識の形成を促進する。

男女共同参画週間記
念フォーラム

　男女共同参画社会の推進を図ることを目的に男女
共同参画週間の期間中にフォーラムを開催する。

市町男女共同参画課
担当職員研修（基
礎・実践）

　男女共同参画の行政担当者に、男女共同参画に関
する基本的認識を促すとともに住民一般への啓発普
及を促進する。

男女共同参画セン
ター会議等への参加

　男女共同参画センター等が互いの課題を共有、検
討することにより複雑多様化するニーズに対応する
事業展開を図るとともに、各センター間の連携を深
める。

学生の意識啓発に関
する調査研究事業

　男女共同参画を推進に向け、県内大学・短期大学
において実施する男女共同参画の形成に関する事業
について、参加学生の意識の変化等に関する調査研
究を行う。

災害時避難所マニュ
アル情報提供事業

　県内外で策定されている災害時避難所マニュアル
をもとに、男女共同参画の視点から､市町に対して災
害時避難所マニュアルの作成及び新たに盛り込むべ
き事項等について情報提供を行う。

男性の家事参画地域
講座

　男性を対象に、家事への積極的な関わりを促す地
域の実情に合わせた講座を実施し、男性の自主的な
家事参画の気運を高め、男女共同参画社会の実現を
図る。

学生への意識啓発事
業

　大学、短期大学の学生に対し、キャリアアップ等
について講演会を開催し、就職する前に意識の啓発
を図る。

男女共同参画関連イ
ベント情報提供事業

　市町や民間団体が実施する男女共同参画イベント
の情報を収集し、機関誌等で広く情報を提供する。

男女共同参画センター及
びＤＶ総合対策センター
事業

（男女共同参画セ
ンター）
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

事業内容　 担当課事業名

県民向け講演会

　ＤＶ、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメ
ント、ストーカー行為等、女性に対する暴力の根絶
に向けた社会的気運の醸成を図るため、「女性に対
する暴力をなくす運動」期間（11月12日～25日）に
合わせ、県民を対象とした「女性に対する暴力防止
講演会」を開催する。

（ＤＶ総合対策セ
ンター）

注予算額が「－」のものは、予算措置がない事業（０予算事業）である。以下同じ。
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重点目標（２）幼少期からの男女共同参画の意識形成
（単位：千円）

29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

 知事部局・教育委員会・関係団体等が相互に連携協
力しながら、総合的な生涯学習の推進を図るための
学習情報・学習機会を提供する。

8,392 11,916

 県内の生涯学習センターや公民館等で実施される男
女共同参画の視点を取り入れた講座等の情報を収集
し、県民に提供するとともに、その学習・相談に応
じる。

4,759 5,673

 社会教育関係者を対象にした研修等において、男女
共同参画の視点に配慮した講座や学習プログラムの
企画立案等を行うよう働きかける。

2,745 2,168

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

73,788 73,746 男女参画・女性の活躍推進課

高校・大学生向けＤ
Ｖ未然防止教育事業

　県内高等学校及び大学等の生徒・学生を対象に、
各学校において、交際間における暴力（デートＤ
Ｖ）を未然に防止するための講演を実施する。

中学生向け予防教育
事業

　県内中学校の生徒を対象に、各学年の発達段階に
応じ、命の教育、暴力の予防、性感染症予防などに
ついての授業を実施する。

小学生向け予防教育
事業

　県内の小学校高学年の生徒を対象に、命の教育、
暴力の予防などについての授業を実施する。

 保育の実施に際して、性別などによる固定的な意識
を植え付けることがないよう配慮すること等が盛り
込まれた保育所保育指針等に則った研修が行われる
よう支援する。

4,000 4,000

 青少年を取り巻く有害な環境の浄化を促進するた
め、関係業界への自粛、自制の協力要請を強化する
とともに、啓発活動を積極的に行い、地域の団体、
住民などによる活動を推進し、支援を行う。

1,230 1,231

 服務関係を中心とした研修の中で、ハラスメントの
防止についての講義及び育児休暇等の男性職員の取
得促進について講義を行う。

－ －

　各学校に相談員（学校長）及び相談窓口担当者
（学校長が指定する職員）を配置し、苦情相談に対
応できる体制を整備する。

－ －

　県立学校の新任校長・教頭等の研修の中で、セク
シャルハラスメントの防止について講話を実施す
る。

60 47 教職員課、
教育センター

　幼稚園新規採用教員を対象に、専門的な知識及び
実践的な保育技術を身につけさせることを目的に実
施。子育てに対する男女共同参画の意識啓発という
視点での講話を実施する。

1,086 1,086 学校教育課

事業内容　 担当課

教職員課

広報・学習相談事業（再
掲）

保育士や幼稚園教諭、認
定こども園保育教諭の研
修

新規採用教職員研修（教
育振興課主催の新規採用
教職員開校式にて実施）

学校におけるハラスメン
ト相談員等の設置

こども未来課

まなび課、
生涯学習センター

（ＤＶ総合対策セ
ンター）

事業名

男女共同参画センター及
びＤＶ総合対策センター
事業（再掲）

青少年にとってより良い
社会の環境づくり事業

社会教育関係者に対する
研修事業

生涯学習の充実

幼稚園新規採用教員研修
事業

新規管理職研修
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

事業内容　 担当課事業名

　発達段階に応じた教材や指導方法等の向上を図る
ため、講義や実践発表並び指導案作成等について研
修し、指導者としての資質向上を図る。

35 38

　幼稚園の管理職を対象とした研修会において男女
共同参画や性別役割分担意識解消に関する指導を行
う。

90 92

　県立学校及び市町立の学校で実施される講演会等
に性に関する指導に造詣の深い講師を派遣し、性に
関する指導の充実を図る。

784 1,230 保健体育課性に関する指導支援事業

学校教育課

管理職を対象とした研修
会

幼稚園教諭、保育教諭、
保育士等を対象とした研
修会
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重点目標（３）男女間のあらゆる暴力の根絶
（単位：千円）

29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

 教育等の場において、セクシュアル・ハラスメント
の防止のための取組が進められるよう支援を行う｡こ
のほか､請負形態など直接雇用関係にない労働や社会
福祉関係等の場においても、今後取組が進められる
よう支援を行う。

－ － 全部局

 県民総合相談・情報提供窓口「さが元気ひろば」
（平成31年2月1日から「行政の窓口」）を設置し、
女性のための各種の情報を提供する。

15,762 16,030 広報広聴課

　さまざまな人権問題の解決に向けた啓発パンフ
レットの作成・配布や啓発パネル・ビデオの貸出を
行う。

504 537

 県民の人権問題に対する正しい理解と認識を深める
とともに、人権意識の普及高揚を図るため、「ふれ
あい人権フェスタ」を開催する。

3,421 3,421

　高齢者虐待防止について関係機関及び一般県民に
対する広報・啓発に努めるとともに、関係機関への
研修事業を実施することにより、虐待のない地域づ
くりに向けた取組を推進する。

916 1,216 長寿社会課

　女性に対する暴力被害者支援関係機関が連携を強
化し、被害者支援の円滑化に資するとともに、中長
期的課題について検討を加え、女性に対する暴力の
被害者支援及び根絶のために、それぞれの機関･団体
が行う事業の総合調整機能を果たすＤＶ総合対策セ
ンター機能の充実・強化を図る。

4,139 4,613 男女参画・女性の活躍推進課

ＤＶ総合対策会議

　男女間のあらゆる暴力について、被害者への支援
体制の強化及び暴力の根絶を目的とした事業を総合
的に検討･調整し、事業実施に向けた方針･方策を決
定するため、佐賀県ＤＶ総合対策会議を開催する。
  また、「佐賀県DV被害者支援基本計画（第３次計
画）」の計画期間が平成30年度で終了するため、専
門部会を設置し、基本計画に反映させるための専門
的な調査研究を行い、新計画へ反映させる。

ＤＶ被害者支援市町
連携会議

　市町及び関係機関の連携強化とＤＶ対策のさらな
る充実を図るため、ＤＶ被害者支援市町連携会議を
開催する。

配偶者暴力防止法関
係機関連絡会

　ＤＶ防止法の関係機関同士の連携を強化し、被害
者支援における共通認識を持つための情報交換の場
として配偶者暴力防止法関係機関連絡会を開催す
る。

県内ＤＶ被害者支援
民間団体等の活動支
援

　地域におけるＤＶ被害者の支援やＤＶを未然に防
止するための啓発活動等の広がりを支援するため、
県内でＤＶ被害者支援のために活動している民間団
体等に対する活動支援を行う。

ＤＶ関係機関実務者
等研修

　ＤＶ被害者支援に携わる相談員等の支援スキルの
向上のため、事例検討や講義、ワークショップ等に
よる研修を実施する。

市町ＤＶ出張研修

　住民に最も身近な行政機関である市町の職員に、
ＤＶ被害者の心理や加害者対応などＤＶに対する認
識を深めてもらうため、市町の希望に応じ、出張研
修を実施する。

高校・大学生向けＤ
Ｖ未然防止教育事業
（再掲）

　県内高等学校及び大学等の生徒・学生を対象に、
各学校において、交際間における暴力（デートＤ
Ｖ）を未然に防止するための講演を実施する。

県民総合相談・情報提供
事業

ＤＶ総合対策センター事
業

通年啓発事業

人権週間事業

人権・同和対策課

高齢者虐待防止事業

（ＤＶ総合対策セ
ンター）

基本方向２　安全・安心に暮らすことができる社会づくり

事業内容　 担当課事業名

セクシュアル・ハラスメ
ント防止の取組支援
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

事業内容　 担当課事業名

中学生向け予防教育
事業（再掲）

　県内中学校の生徒を対象に、各学年の発達段階に
応じ、命の教育、暴力の予防、性感染症予防などに
ついての授業を実施する。

小学生向け予防教育
事業（再掲）

　県内の小学校高学年の生徒を対象に、命の教育、
暴力の予防などについての授業を実施する。

県民向け講演会（再
掲）

　県民にＤＶについての理解を深めてもらい、ＤＶ
の根絶に向けた社会的気運の醸成を図るため、県民
を対象とした講演会を開催する。
　ＤＶ、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメ
ント、ストーカー行為等、女性に対する暴力の根絶
に向けた社会的気運の醸成を図るため、「女性に対
する暴力をなくす運動」期間（11月12日～25日）に
合わせ、県民を対象とした講演会を開催する

ＤＶ防止啓発展示

　ＤＶをはじめとする女性に対する暴力についての
理解を深めてもらうため、「女性に対する暴力をな
くす運動」期間に合わせ、啓発パネル等を展示す
る。

ＤＶ未然防止教育事
業等でのアンケート
の実施、分析

　ＤＶ未然防止教育事業及び予防教育事業の実施前
後に、生徒・学生に対するアンケートを行い、結果
を分析することで、教育効果を把握するとともに、
より予防効果の高い教育プログラムへの改善に役立
てる。

女性のための総合相
談事業

　家庭や職場、地域でのあらゆる問題について、相
談者の問題解決を電話や面接により支援する。

女性のための法律相
談

　ＤＶ、離婚、親権、セクハラ、金銭問題など女性
が抱える問題について、法律の専門家（女性弁護
士）が面接相談に応じ、相談者の問題解決を支援す
る。

女性のためのこころ
の相談

　様々な問題により、精神的な不調を感じている女
性に対して、女性臨床心理士が面接相談に応じ、相
談者の心のケアを図る。

LGBTsに関する相談 　ＬＧＢＴｓに関する相談について、相談員が電話
相談に応じ、相談者の支援を図る

 潜在化しているＤＶ相談等の掘り起しや、ＤＶ等被
害者を中心に置いた支援の仕組みをつくり、被害者
等の早期発見及び支援並びに被害者等の状況にあっ
た、よりきめ細やかな支援を行うことにより、ＤＶ
対策の強化を図る。

18,760 18,815 男女参画・女性の活躍推進課

女性のための市町巡
回相談

相談窓口未設置の市町に対し、定期的に女性総合相
談員を派遣し、住民からの相談に応じる。
　相談窓口設置済みの市町に対し、重篤なＤＶ被害
の相談等、困難なケースが発生した場合等に、相談
員を派遣し、市町の相談員への助言を行う。

性暴力被害者支援事
業

　犯罪被害の中でも、特に潜在化しやすいとされる
性暴力被害者を、急性期から回復に至るまでの中長
期的な支援スキームの開発・実証を行う。

児童・生徒に対する
ＤＶの発見・支援事
業

　平成２４年度に策定した「児童・生徒に対するＤ
Ｖの発見・支援プログラム」を県内小中学校での活
用を促すために、教育事務所単位での各学校の養護
教諭や生徒指導担当教諭等を対象とした研修会を実
施する。

男性のための総合相
談

　男性が抱える家庭や職場、地域などでの様々な悩
みについて、男性臨床心理士が電話及び面談による
相談に応じ、相談者の心のケアを図る。

（ＤＶ総合対策セ
ンター）

（ＤＶ総合対策セ
ンター）

ＤＶ対策強化事業

77



29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

事業内容　 担当課事業名

　青少年を取り巻く有害な環境の浄化を促進するた
め、関係業界への自粛、自制の協力要請を強化する
とともに、啓発活動を積極的に行い、地域の団体、
住民などによる活動を推進し、支援を行う。

1,230 1,231 こども未来課

売春防止法第35条、38条に基づく婦人相談員の活動
に要する経費 230 261

増加傾向にあるＤＶ被害者等の自立支援に必要な経
費（婦人相談員設置費、一時避難施設宿泊費補助経
費）

2,404 2,495

売春防止法第35条、38条に基づく婦人相談員設置費
（要保護女子の早期発見、転落未然防止） 4,752 4,945

売春防止法第34条に基づく一時保護所運営費（一時
保護を要する女性及び同伴者に対し、心身の安定と
自立支援を行う）

8,623 8,440

（１）婦人相談所一時保護所処遇費
　　売春防止法第34条、条例：佐賀県婦人相談所設
置条例
（２）一時保護委託（処遇費）
　　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律

4,649 4,369

要保護女子等に関する各般の問題につき相談に応じ
ると共に、要保護女子等及びその家族につき必要な
調査を行いながら支援にあたる。

100 100

　児童虐待に対する関係機関及び一般県民に対する
広報・啓発に努めるとともに、関係機関への研修事
業並びに児童相談所の虐待対応機能の強化を図るこ
とにより、児童虐待の早期発見・適切な援助活動の
強化を図る。

14,818 16,868

　児童虐待防止に向け、市町が実施する、乳児家庭
全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子どもを守る地
域ネットワーク機能強化事業へ補助する。

14,217 15,368

　被害者の心情や立場に配慮した捜査、相談活動を
着実に推進するとともに､関係機関・団体等との連携
強化を図る。
　また、被害者支援に対する県民の幅広い理解と協
力を得るための広報啓発活動を推進する。

6,740 14,228 警察本部
広報県民課

　ＤＶ対策に関し、関係機関との連携協力を図る。 － －

　ＤＶ被害者の保護を行う。 167
（※を含む）

129
（※を含む）

　ＤＶ被害の防止のための援助を行う。 ※ ※

　ＤＶ被害者等からの相談を受理する。 － －

　ストーカー規制法の適切な運用を図る。 ※ ※

　インターネット等を利用した児童買春・児童ポル
ノ禁止法違反等に対する取締りを強化する。 228 227

　売春に対する取締りを推進する。 － － 警察本部
生活安全企画課

青少年にとってより良い
社会の環境づくり事業
（再掲）

こども家庭課、
総合福祉センター

女性に対する暴力被害者
支援事業

婦人相談員設置事業（人
件費）

婦人相談所一時保護所運
営事業（事務費）

要保護婦人支援事業

児童虐待対策事業

児童虐待防止市町支援事
業

児童買春・児童ポルノ禁
止法に基づく取締り

売春に対する取締りの推
進

被害者の保護

被害の防止のための援助

DV被害に関する相談受理

ストーカー規制法の適切
な運用

ＤＶの被害者支援を含め
た被害者支援事業

関係機関との連携協力

警察本部
人身安全・少年課

婦人相談所一時保護所処
遇事業

婦人相談員設置事業（活
動費）
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

事業内容　 担当課事業名

　性犯罪の被害者の身体には加害者に関する各種資
料が付着していることから、犯人特定に結びつく資
料を迅速確実に採取するために、専用の資機材を用
いた鑑識活動を行うほか、実況見分時に動作再現人
形を使用するなど、被害者の精神的負担を軽減しな
がら捜査の強化を図る。

109 108 警察本部
捜査第一課

　県立学校及び市町立の学校で実施される講演会等
に性に関する指導に造詣の深い講師を派遣し、性に
関する指導の充実を図る。

784 1,230 保健体育課
性に関する指導支援事業
（再掲）

性犯罪への厳正な対処
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重点目標（４）生涯を通じた男女の健康支援
（単位：千円）

29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

　本県の生涯スポーツの振興と明るく生き生きとし
た県民生活の一層の充実に寄与することを目的に開
催する。

1,509 1,509

　子どもたちが生活する身近な地域において、ス
ポーツを通じた異年齢集団との交流を図り、だれで
も参加できる「総合型地域スポーツクラブ」の育成
を図る。

742 758

　妊娠、出産から新生児までの高度専門的医療の効
果的に、安心して子どもを産むことができる環境づ
くりの推進を検討する。

10,547 48,369 医務課

　「第２次佐賀県健康プラン」を推進するため、関
係機関・団体の連携を密にし、推進組織体制の充実
を図る。

1,258 1,440

　市町が４０歳以上の住民を対象に実施する健康増
進事業（健康教育・健康相談・健康診査・訪問指導
等）に補助を行う。

25,707 28,936

　がん予防知識の普及・啓発事業を行うことによ
り、がん検診受診者を増加させ、がん死亡者数の減
少を図るとともに、がん患者・家族の支援を行う。

14,182 17,270

　マスメディアを使った集中広報や夫婦などペアで
健診を受けた場合にプレゼントを提供するキャン
ペーン等を展開し、特定健診やがん検診を受ける
きっかけづくりを行う。

16,316 13,478

　エイズ、性感染症に関する啓発事業及び相談事業
を実施する。 2,778 3,158

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

73,788 73,746 男女参画・女性の活躍推進課

女性のためのこころの
相談（再掲）

　様々な問題により、精神的な不調を感じている女
性に対して、女性臨床心理士が面接相談に応じ、相
談者の心のケアを図る。

（ＤＶ総合対策
センター）

 潜在化しているＤＶ相談等の掘り起しや、ＤＶ等
被害者を中心に置いた支援の仕組みをつくり、被害
者等の早期発見及び支援並びに被害者等の状況に
あった、よりきめ細やかな支援を行うことにより、
ＤＶ対策の強化を図る。

18,760 18,815 男女参画・女性の活躍推進課

男性のための総合相談
（再掲）

　男性が抱える家庭や職場、地域などでの様々な悩
みについて、男性臨床心理士が電話及び面談による
相談に応じ、相談者の心のケアを図る。

（ＤＶ総合対策
センター）

 女性の生涯を通じた健康づくりの一環として、不
妊に悩む夫婦等が気軽に相談できる体制を確立す
る。
 不妊専門相談センターを佐賀中部保健福祉事務所
に設置し、より専門的な相談に対応する。
 夫婦間の人工授精及び体外受精に対して、治療費
の一部を助成することにより、不妊治療を受けやす
くする。

260,380 248,345 こども家庭課

健康増進課

男女共同参画センター及び
ＤＶ総合対策センター事業
（再掲）

担当課事業名

健康アクション佐賀
２１推進事業

市町健康増進事業

がん予防推進事業

女性のがん検診受診促進強
化事業

周産期医療対策事業

エイズ・特定感染症予防事
業

スポーツ課

ＤＶ対策強化事業
（再掲）

県さわやかスポーツ・レク
リエーション祭の開催

総合型地域スポーツクラブ
の育成・推進

事業内容　

不妊の悩み支援事業
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

担当課事業名 事業内容　

　思春期の健康問題及び支援に必要な情報共有と連
携の充実を図り、学校を始め、地域全体で思春期保
健に取り組む。

1,816 1,816 こども家庭課

　労働時間の短縮や育児休業・休暇取得促進等の啓
発活動の実施、短時間勤務や在宅勤務などの多様な
働き方の普及促進を図ることにより、仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）の取れる労働環
境の整備についての啓発を行う。

17,797 20,967 産業人材課

　県立学校及び市町立の学校で実施される講演会等
に性に関する指導に造詣の深い講師を派遣し、性に
関する指導の充実を図る。

784 1,230 保健体育課性に関する指導支援事業
（再掲）

ワーク・ライフ・バランス
推進事業

思春期からの健康支援事業
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重点目標（５）生活に困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備
（単位：千円）

29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

 在住外国人を対象とした常設の相談窓口の設置、
(公財)佐賀県国際交流協会にする補助の実施などを
通じて、外国人住民を含む県民が共生できる社会の
実現を図る

28,648 20,175 国際課

 障害者文化芸術作品展を開催することにより、障
害者の創作意欲の向上と社会活動への参加を促進
し、障害者福祉の増進と普及啓発を図る。

700 700 文化課

専用Webサイトを中心に、アワードや研修会の開催
等、事業者・当事者の相互理解を促進し、お年寄り
や障がいのある方、子育て・妊娠中の方、誰もが安
心して外出できる、やさしいまちのスタイル（さが
すいたいる）を推進する。

5,396 11,688

小中学生を対象としたコンテストや県民意識調査、
佐賀県福祉のまちづくり条例の運用による建物づく
り等により、年齢・性別・国籍・障害の有無など、
人々が持つ様々な特性や違いを超えて、全ての人が
暮らしやすくなる社会の実現に向けた総合的な取組
を推進する。

8,881 1,815

相談窓口を設置し、希望する施設に対し、人にやさ
しい建物づくりの視点から、施設改修や備品整備、
人的サービスに関する改善点をアドバイスを行い、
誰もが安心して外出できる暮らしやすいまちづくり
の推進を図る。

1,532 1,534

 知事部局・教育委員会・関係団体等が相互に連携
協力しながら、総合的な生涯学習の推進を図るため
の学習情報・学習機会を提供する。

8,392 11,916 まなび課

　さまざまな人権問題の解決に向けた啓発パンフ
レットの作成・配布や啓発パネル・ビデオの貸出を
行う。

504 537 人権・同和対策課

事業内容　 担当課

生涯学習の充実
（再掲）

外国人と共に暮らす佐賀県
づくり事業

事業名

障害者社会参加推進事業

通年啓発事業（再掲）

さがすたいる推進事業
(H29事業名「街なかプラス
ワン施設のSAGAづくり事
業」）

県民協働課人にやさしい街づくり推進
事業

人にやさしい建物づくりサ
ポート事業
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

事業内容　 担当課事業名

 県民の人権問題に対する正しい理解と認識を深め
るとともに、人権意識の普及高揚を図るため、「ふ
れあい人権フェスタ」を開催する。

3,421 3,421 人権・同和対策課

　資質の高い福祉人材を確保するとともに、これら
の人材の専門的知識・技術及び意欲を高め県民の福
祉ニーズに対応した福祉サービスを提供するための
事業を実施する。

5,712 5,712

 福祉・介護人材の育成支援・就労支援・定着支援
により福祉人材の確保を図る。 22,550 22,550

 介護従事者の相談窓口の設置や職場を超えた交流
会等を開催することにより介護従事者が安心して働
ける環境を整備する。

8,835 8,835

　認知症性高齢者、知的障害者等判断能力が十分で
はない者が地域において自立した生活が送れるよ
う、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書
類の預かりサービス等を行う。

33,245 33,245

　年齢や障害の有無に関わらず、誰もが自然に集
い、住み慣れた地域の中で安心して生活していくこ
とができるよう、様々な福祉サービスを地域住民や
市民社会組織（CSO）、ボランティア等が協働し、
支援していく地域の拠点整備に対し助成する。

10,000 8,000

　社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を事
業者及び利用者以外の第三者機関が評価し、福祉
サービスの質の向上を図る。

288 246

 生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図
るため、早期からの支援を実施する環境を整備す
る。
 なお、本事業の推進により、生活困窮者の社会
的、経済的自立の促進を図る。

79,223 79,240

　老人クラブが行う各種の地域福祉活動事業等に対
して補助する。 14,564 14,564

　単位老人クラブの育成指導及び市町村老人クラブ
連合会が行う活動に対する指導を行う推進員の設置
に対して補助する｡

4,068 4,068

　長寿社会振興財団が行う高齢者の生きがいと健康
づくりを支援する。 22,945 31,451

　在宅生活の拠点施設として、介護の実習、福祉用
具を利用した体験学習等を通して高齢者等の在宅生
活における自立の支援、介護知識・技術の向上等を
図る。

27,099 27,099

明るい職場づくり推進事業

福祉課

在宅生活サポートセンター
運営費

生活困窮者自立支援事業

地域共生ステーション（宅
老所・ぬくもいホーム）推
進事業

福祉サービス第三者評価推
進事業

老人クラブ助成事業

日常生活自立支援事業

長寿社会課

人権週間事業（再掲）

福祉人材センター運営事業

老人クラブ活動推進員設置
事業

明るい長寿社会づくり推進
事業

福祉介護人材確保支援事業
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

事業内容　 担当課事業名

　認知症高齢者、小規模多機能型居宅介護事業所等
の管理者及び計画作成担当者を対象に、認知症高齢
者介護に関する基礎知識に加えて、職員配置や勤務
体制、管理者の役割など介護サービス事業所を管理
運営していくための知識・技術を取得する研修を実
施することにより、サービスの質の確保と向上を図
る。

879 579

　認知症の方とその家族が住み慣れた地域で安心し
て生活を継続できるよう、認知症に対する理解と受
診の促進、認知症の方への地域での生活や家族の支
援の強化を図るための普及啓発等を実施する。

2,392 2,492

　若年性認知症に関する相談や医療・福祉・就労の
総合的な支援など、一人ひとりの状態やその変化に
応じた適切な支援体制を構築するため「若年性認知
症支援センター」を設置する。

3,913 4,209

　高齢者虐待防止について関係機関及び一般県民に
対する広報・啓発に努めるとともに、関係機関への
研修事業を実施することにより、虐待のない地域づ
くりに向けた取組を推進する。

916 1,216

　障害者月間、課外授業等の障害（者）理解啓発の
促進に向けた事業の実施及び、障害者差別解消の促
進に向けた県民への周知や相談体制の整備、地域協
議会の設置等を行う。

7,974 2,129

　障害者虐待対応の窓口となる権利擁護センターの
設置や障害福祉サービス事業所等に対する障害者虐
待防止に関する普及啓発等を実施する。

3,423 3,827

　ITの基礎技術などを習得する短期間（3ヶ月)の訓
練を実施する。
　事業所等において実践能力を習得する短期間(3ヶ
月)の訓練を実施する。

19,696 24,217

　障害者の生活の質を高め、社会参加を促進するた
め、障害者のICT活用能力を向上させる事業（ICT教
室、ICTボランティア養成・派遣、障害者ICTサポー
トセンター運営等）を実施する。

10,888 10,258

 国において掲げられた女性の活躍推進にかかる取
組を佐賀県において実施するために、経済界が中心
となり「女性の大活躍推進佐賀県会議」を立ち上げ
た。当会議の事務局用務を行うことで、女性の活躍
推進の取組の活性化を図る。

6,296 10,499 男女参画・女性の活躍推進課

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

73,788 73,746 男女参画・女性の活躍推進課

企画相談・コーディ
ネート等（再掲）

　市町担当者、企業、民間団体、個人等からの男女
共同参画に関する企画の相談に応じ、コーディネー
トすることにより地域での男女共同参画推進の拡が
りを支援していく。

男女共同参画お届け講
座（再掲）

　地域各種団体において、団体の規模・形態を問わ
ず、要望のあった団体（県民）を対象に、出前講座
で男女共同参画の基本理念について学習する機会を
提供し、男女共同参画社会の形成を促進する。

（男女共同参画
センター）

男女共同参画センター及び
ＤＶ総合対策センター事業
（再掲）

障害福祉課
(就労支援室）

高齢者虐待防止事業（再
掲）

障害福祉課

障害者理解啓発事業

障害者虐待防止対策支援事
業

公共職業訓練（障害者）
（委託訓練）

ホッとコミュニケーション
事業

若年性認知症支援センター
設置事業

女性の大活躍推進佐賀県会
議

長寿社会課

認知症・高齢者安心サポー
ト事業

認知症対応型サービス管理
者等研修
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

事業内容　 担当課事業名

　母子家庭等の生活安定とその児童の福祉の向上を
図るために、事業開始資金、生活資金、児童の高
校・大学への修学資金等を貸し付ける。

69,249 46,925

　父母の離婚等により父又は母と生計を同じくして
いない児童を養育している父又は母等に対し、児童
扶養手当を支給し、その生活の安定を図ることによ
り児童の福祉の増進を図る。

639,714 687,786

　母子家庭等の抱える生活上の悩みや問題に対して
母子・父子自立支援員が相談・指導を実施すること
により、その福祉の向上を図る。

14,791 15,228

　市町が実施するひとり親家庭の親及び児童等への
医療費助成事業に対し補助金を交付することによ
り、母子家庭等の福祉の向上を図る。

240,217 240,715

　しつけ、育児、健康管理に関する講座を県内各地
で開講し、母子家庭等の福祉の向上を図る。 532 993

　母子家庭の母等が修学、就職活動、疾病等の事由
により、一時的に介護・保育等のサービスが必要な
場合に、介護人等を派遣し、その福祉の増進に資す
る。

1,402 1,326

　母子家庭等に対する自立支援策を総合的かつ計画
的に推進するため、地域の実情に応じた「母子家庭
等自立促進計画（仮称）を策定する

－ －

　ひとり親家庭の親の資格取得のための技能訓練受
講中の生活の安定を図るため、２年以上養成機関で
修業する場合に一定期間促進費を支給し、生活費の
負担を軽減する。

18,898 28,756

　母子家庭の母の職業能力の開発を図るため、予め
指定した職業能力の開発のための講座を受講し職業
能力の開発を自主的に行う者に対して給付金を支給
する。

76 76

　労働時間の短縮や育児休業・休暇取得促進等の啓
発活動の実施、短時間勤務や在宅勤務などの多様な
働き方の普及促進を図ることにより、仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）の取れる労働環
境の整備についての啓発を行う。

17,797 20,967

　県内企業を紹介するポータルサイトの運営、企業
と就職者とのマッチング支援、インターンシップ事
業、企業見学会、地元就職に関する広報などにより
就職支援を行う。
　若年者の高い失業率や不安定な就労状況を改善す
るため、若年者就職支援センター（ジョブカフェ
SAGA）を中心として就職を希望する若年者の就職を
総合的に支援する。

98,421 98,126

　ITや介護の基礎技術などを習得する短期間の職業
訓練を実施する。 206,856 334,665

産業人材課

こども家庭課

産業人材確保プロジェクト
の拡充と推進

母子父子寡婦福祉資金貸付
事業

母子家庭等自立促進計画策
定事業

　母子家庭等に対する就業相談、訪問介護員資格等
の講習会及び養育費等に関する法律相談並びに就労
促進相談会を実施する。

　ひとり親家庭及び寡婦に対する就業相談事業、就
業支援講習会事業、母子家庭、寡婦及び父子家庭に
対する特別相談事業並びに関係機関による合同検討
会議を実施し、母子家庭等の自立支援を図る。

13,556 13,150

ワーク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

公共職業訓練（離転職者）
（委託訓練）

母子家庭等高等職業訓練促
進給付金事業

母子家庭自立支援教育訓練
給付金事業

ひとり親家庭等医療費助成
事業

母子家庭等生活支援講習会
事業

母子家庭等日常生活支援事
業

母子自立支援プログラム策
定事業

児童扶養手当

母子・父子自立支援員によ
る相談事業

母子家庭等就業・自立支援
センター事業

ひとり親家庭等相談支援事
業
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重点目標（６）女性の活躍推進と男性の意識改革・行動変革
（単位：千円）

29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

　若い時期からの研修等を通じて能力の開発、人材
養成に努めることにより、女性職員の職域の拡大等
に資する。

－ － 全部局

 中堅幹部職員として必要な施策形成能力及び行政
管理能力の習得を図るため、女性職員を自治大学校
へ派遣します。

386 821

 管理職に求められるリーダーシップやチームマネ
ジメント等の能力開発・向上を図るため、女性職員
を、民間や特定非営利法人が主催する女性リーダー
育成のための短期集中講座等に派遣します。

1,162 1,336

 近年の情報通信技術の発達を踏まえ、県民へのわ
かりやすい説明や迅速な対応など行政サービスの質
の向上、災害時等の対応、業務効率化等を図るた
め、テレワークを推進する。
 また、テレワークを推進することにより、仕事と
生活の調和を実現していく。

267,714 258,117 情報課

 女性職員を対象とした、女性特有のキャリア開発
手法等を学ぶ「女性職員キャリアデザイン研修」を
実施する。

792 465 自治修習所

 知事部局・教育委員会・関係団体等が相互に連携
協力しながら、総合的な生涯学習の推進を図るため
の学習情報・学習機会を提供する。

8,392 11,916
まなび課

生涯学習セン
ター

 ＮＰＯ法人と協働して「イキメン講座」を開催
し、地域活動（ＰＴＡ，自治会活動等）を楽しむパ
パ会ネットワーク（仮称）をつくるなど、父親の地
域活動を推進することにより、地域の子ども達を含
めて子育てに関心を持つ男性の増加を図る。

1,190 廃止

 妻の妊娠期（マイナス１歳期）からの意識啓発が
特に重要であることから、マイナス１歳の時期に家
庭におけるカジ育児のあり方をみなすためのセミ
ナーの開催及び父子手帳の作成・配布、当該事業PR
を行い、夫婦ともに家事・育児に携わる関係性を構
築する。

－ 8,493

 男性の子育てへの参画を強力に推進するため、市
町が実施する「男性の育児・家事参画を促進する取
組」に対し補助金を支出するとともに、男性の育児
参画のシーンを切り取ったフォトコンテストを実施
し、男性の意識改革を図る。

3,189 3,000

 国において掲げられた女性の活躍推進にかかる取
組を佐賀県において実施するために、経済界が中心
となり「女性の大活躍推進佐賀県会議」を立ち上げ
た。当会議の事務局用務を行うことで、女性の活躍
推進の取組の活性化を図る。

6,296 10,499

 県内企業における女性活躍の推進を図るため、女
性が働きやすい就業環境整備に対し補助金を交付す
ることで、県内事業所における女性活躍を推進す
る。

2,112 2,500

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

73,788 73,746

自治大学校研修への派遣

男女共同参画センター及
びＤＶ総合対策センター
事業（再掲）

女性活躍推進オーダーメ
イド事業

男手（de）子育てチャレ
ンジ事業

マイナス１歳からのイク
カジ推進事業（新規）

基本方向３　女性が活躍し、男女がともに参画する社会づくり

生涯学習の充実（再掲）

テレワーク推進事業

女性の大活躍推進佐賀県
会議（再掲）

イキメン推進事業

事業内容　 担当課事業名

行政職員の研修機会の充
実

職員研修
（「女性職員キャリアデ
ザイン研修」）

民間等主催研修への派遣

人事課

男女参画・女性
の活躍推進課
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

事業内容　 担当課事業名

地域女性リーダー養成
セミナー

  政策方針決定過程への女性の参画を促進し、女性
の視点を政策に活かすとともに、市町の審議会等に
おける女性委員の割合増を図るため、地域の女性
リーダーとして活躍できる人材の育成に資するセミ
ナーを開催する。

男性のための介護支援
（ケアメン）講座

　介護する立場にある男性（ケアメン）に関する意
識啓発を図るため、介護に関する講座を開催し、男
性の介護と仕事の両立を切り口に、男女共同参画社
会の実現を図る。

男性の家事参画地域講
座（再掲）

　男性を対象に、家事への積極的な関わりを促す地
域の実情に合わせた講座を実施し、男性の自主的な
家事参画の気運を高め、男女共同参画社会の実現を
図る。

男女共同参画お届け講
座（再掲）

　地域各種団体において、団体の規模・形態を問わ
ず、要望のあった団体（県民）を対象に、出前講座
で男女共同参画の基本理念について学習する機会を
提供し、男女共同参画社会の形成を促進する。

県民グループ派遣・招
へい支援事業（再掲）

　県内のグループが男女共同参画に関する諸問題に
ついての自覚と意識を高めるとともに、男女共同参
画社会の形成をめざすもので、グループの継続的な
活動につながり、その成果を地域に還元することを
目的とする。

　佐賀県地域産業支援センターに窓口相談員及びマ
ネージャーを配置する等の体制整備を図る。 21,375 22,023 産業企画課

　労働時間の短縮や育児休業・休暇取得促進等の啓
発活動の実施、短時間勤務や在宅勤務などの多様な
働き方の普及促進を図ることにより、仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）の取れる労働環
境の整備についての啓発を行う。

17,797 20,969

　関係機関と連携し、働きたい女性の再チャレンジ
を支援する様々な情報の提供を県HP上で行う。 － －

　ITや介護の基礎技術などを習得する短期間の職業
訓練を実施する。 306,586 334,665

 九州山口各県・経済界が一体となって取り組む
「出産等の希望が叶う社会づくりプロジェクト」の
一環として、ワーク・ライフ・バランス推進キャン
ペーンを実施する。
 キャンペーンに必要な共通の広報コンテンツ（動
画、ポスター、チラシ、ピンバッジ）を共同で作成
し、推進月間（１０月）に、各県等による普及啓発
事業を展開する。
・「ワーク・ライフ・バランスBOOK」作成（500千
円×9県）

－ 500 産業人材課九州・山口地域連携ＷＬ
Ｂ推進キャンペーン

創業等支援拠点活動促進
事業

ワーク・ライフ・バラン
ス推進事業（再掲）

働きたい女性のチャレン
ジ支援サイト

公共職業訓練（離転職
者）
（委託訓練）（再掲）

(男女共同参画セ
ンター)

産業人材課
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

事業内容　 担当課事業名

　女性従業員の雇用を促進しようとし、作業を容易
にするための作業施設、作業設備等の改善を図ろう
とする者に対し、事業資金を貸し付ける。
（※事業費は融資枠）

－ 100,000

　新規に事業を開始しようとする者に事業資金を貸
し付け、独立開業を支援する。また経営革新、新連
携、農商工連携、さらに事業転換や新分野進出等を
支援する者に事業資金を貸し付ける。
（※事業費は融資枠）

1,550,000 6,000,000

 新規出店などにチャレンジする商業者を丁寧に支
援するため、勉強会などの学びの場とその実践の場
を組合わせた新たな仕組をつくり、魅力ある個性的
な店舗を増やしていく。

42,367 27,517

　商工会等青年部・女性部の活動を推進するための
費用を補助する。 6,125 6,255

　女性農業者等が農業経営等に積極的に参画できる
よう、男女がともに働きやすい環境づくりを進め
る。

1,323 1,594 農産課

 経営発展やネットワーク活動に意欲的な女性農業
者を対象に、経営発展等に必要な知識・ノウハウ等
を習得する研修を行う。

14,924 14,963 農業大学校

 意欲的な林業研究グループの全国的な学習活動等
への参画の支援を行う。 731 616 林業課

　漁業経営等に大きな役割を果している漁村女性グ
ループ活動等の取組を促進する。 86 86

　青年・女性漁業者の交流活動・自己啓発の場とし
ての組織の活動に対し、一定の助成を行う。 743 743

農村女性等活動支援事業
（H28～　女性農業者ス
テップアップ支援事業）

女性漁業者活動支援事業

担い手組織化活動支援事
業

水産課

さが創生貸付（創業・新
事業展開等資金）

商工会等女性部活動推進
事業

佐賀県小規模事業経営支
援事業費補助金（青年
部・女性部活動推進費）

意欲的林業者グループ交
換研修事業

魅力ある商業者の創業・
育成支援事業

経営支援課

さが創生貸付（雇用促進
資金）

スキルアップ研修事業
（女性農業者コース）
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重点目標（７）政策・方針決定過程への女性の参画の推進
（単位：千円）

29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

　県の各種審議会等への女性委員の参画促進に努め
る。 － － 全部局

 女性職員(教職員を含む)の役職員への登用促進を
図る。 － － 人事課、

教職員課

 中堅幹部職員として必要な施策形成能力及び行政
管理能力の習得を図るため、女性職員を自治大学校
へ派遣する。

386 821

 管理職に求められるリーダーシップやチームマネ
ジメント等の能力開発・向上を図るため、女性職員
を、民間や特定非営利法人が主催する女性リーダー
育成のための短期集中講座等に派遣する。

1,162 1,336

女性職員を対象とした、女性特有のキャリア開発手
法等を学ぶ「女性職員キャリアデザイン研修」を実
施する。 792 465 自治修習所

　各種審議会等への女性の登用促進の資料とするた
め、庁内用の女性人材リストを作成する。 － －

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

73,788 73,746

地域女性リーダー養成
セミナー（再掲）

  政策方針決定過程への女性の参画を促進し、女性
の視点を政策に活かすとともに、市町の審議会等に
おける女性委員の割合増を図るため、地域の女性
リーダーとして活躍できる人材の育成に資するセミ
ナーを開催する。

女性人材リスト作成・
提供事業（再掲）

 様々な分野で活躍する女性人材リストを作成し、
市町へ情報を提供する。

男女共同参画お届け講
座（再掲）

　地域各種団体において、団体の規模・形態を問わ
ず、要望のあった団体（県民）を対象に、出前講座
で男女共同参画の基本理念について学習する機会を
提供し、男女共同参画社会の形成を促進する。

県民グループ派遣・招
へい支援事業（再掲）

　県内のグループが男女共同参画に関する諸問題に
ついての自覚と意識を高めるとともに、男女共同参
画社会の形成をめざすもので、グループの継続的な
活動につながり、その成果を地域に還元することを
目的とする。

　農協等の事業、運営への参画を促進する。
　女性部組織との連携による農協事業、運営を促進
する。

－ － 生産者支援課

　女性農業者等が農業経営等に積極的に参画できる
よう、男女がともに働きやすい環境づくりを進め
る。

1,323 1,594 農産課

　漁業経営等に大きな役割を果している漁村女性グ
ループ活動等の取組を促進する。 86 86 水産課

 教育活動や学校運営の一層の活性化を図るため、
女性教員の能力開発やキャリア形成を推進し、女性
リーダーを積極的に育成する。

54 113 教職員課

事業名 事業内容　 担当課

県の審議会等の女性委員
の参画促進

男女共同参画センター及
びＤＶ総合対策センター
事業（再掲）

（男女共同参画
センター）

女性職員の登用促進

女性リーダー育成研修

自治大学校研修への派遣
（再掲）

人事課

農協等の経営への参画の
促進

女性人材リストの作成

男女参画・女性
の活躍推進課

農村女性等活動支援事業
（H28～　女性農業者ス
テップアップ支援事業）
（再掲）

女性漁業者活動支援事業
（再掲）

職員研修（再掲）
（「女性職員キャリアデ
ザイン研修）

民間等主催研修への派遣
（再掲）
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重点目標（８）仕事と家庭・地域生活が両立する環境づくり
（単位：千円）

29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

　育児休業中の県職員を対象に、子育てに関する悩
みや職場復帰に向けた不安を解消するため、子育て
という同じ状況にある職員同士が気楽に交流できる
研修会を開催する。

67 204 人事課

 近年の情報通信技術の発達を踏まえ、県民へのわ
かりやすい説明や迅速な対応など行政サービスの質
の向上、災害時等の対応、業務効率化等を図るた
め、テレワークを推進する。
 また、テレワークを推進することにより、仕事と
生活の調和を実現していく。

267,714 258,117 情報課

　すべての県民が家庭や職業上の役割のほかに、自
らの特技や能力を活かしてCSOの活動を支援する
等、社会的な役割を一つは持つ「プラスワン活動」
を推進する。

－ － 県民協働課

　県内の生涯学習センターや公民館等で実施される
男女共同参画の視点を取り入れた講座等の情報を収
集し、県民に提供するとともに、その学習・相談に
応じる。

4,759 5,673
まなび課、
生涯学習セン

ター

　県民､事業者､行政が一体となって循環型社会づく
りや地球温暖化対策等の取組みを推進する。 3,904 3,904 環境課

　子どもを持つ看護職員の離職防止と未就業看護職
員の再就業を容易にするため､保育所を設置する病
院に対し、保育所運営費の一部を補助する。

11,784 22,039 医務課

　県内の女性団体や連絡協議会等との連携を深め、
男女共同参画社会に向けた活動の支援を行う。 － －

　地域において男女共同参画推進に取組む女性・男
女共同参画ネットワーク等に、活動に必要な情報提
供を行うなどにより、活動を支援する。

－ －

 男性労働者が育児休業を取得した事業主に対し、
奨励金の支給を行い、男性の育児への参画を促す。 1,700 2,016

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

73,788 73,746

県民グループ企画支援
事業

　県民レベルでの男女共同参画社会づくりを推進す
るため、男女共同参画に関するセミナー等を県内グ
ループと協働実施する。

（男女共同参画
センター）

担当課事業内容　

病院内保育所運営事業

県職員育児休業者交流研
修会（子育て井戸端会
議）

男女参画・女性
の活躍推進課

広報・学習相談事業
（再掲）

事業名

男女共同参画センター及
びＤＶ総合対策センター
事業（再掲）

子育てパパの応援企業奨
励金

女性団体連絡協議会等活
動との連携

女性・男女共同参画ネッ
トワークへの支援

「ストップ温暖化」県民
運動推進事業
※県負担分

テレワーク推進事業
（再掲）

CSO活動の支援
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

担当課事業内容　事業名

県民グループ派遣・招
へい支援事業（再掲）

　県内のグループが男女共同参画に関する諸問題に
ついての自覚と意識を高めるとともに、男女共同参
画社会の形成をめざすもので、グループの継続的な
活動につながり、その成果を地域に還元することを
目的とする。

企画相談・コーディ
ネート等（再掲）

　市町担当者、企業、民間団体、個人等からの男女
共同参画に関する企画の相談に応じ、コーディネー
トすることにより地域での男女共同参画推進の拡が
りを支援していく。

男女共同参画お届け講
座
（再掲）

　地域各種団体において、団体の規模・形態を問わ
ず、要望のあった団体（県民）を対象に、出前講座
で男女共同参画の基本理念について学習する機会を
提供し、男女共同参画社会の形成を促進する。

　企業のトップが従業員の子育てと仕事の両立をは
じめとする、子育て支援に積極的に取り組むことを
宣言し、県が宣言した企業等をＨＰ等で広く紹介す
る。

－ －

　病児や病後児について、病院・保育所等に付設さ
れた専用スペース等において、看護師等が一時的に
保育等を行う事業を実施する市町を支援する。

26,376 29,476

　通常の教育時間終了後も園児を幼稚園内で預かる
「預かり保育」や園児以外も対象として地域の子育
て力向上等を目的とする事業を行っている幼稚園に
対し補助を行い、子育てを支援する。

93,352 81,257

 保護者が労働等で昼間家庭にいない小学校児童の
健全な育成を図る。 383,894 430,258

　市町が実施する子どもを家庭で養育することが一
時的に困難な場合に、乳児院や児童養護施設で短期
間子どもを預かる子育て短期支援事業に対し、補助
金を交付することにより、児童及びその家庭の福祉
の向上を図る。

824 806

  安心して子どもを産み育てることができる環境づ
くりのために、母子保健に係わる指導者への研修会
を開催する。

240 257

　子どもの発達相談、地域サポート検討会を実施す
る。 1,926 1,926

母子保健研修会

さが子育て応援宣言企業
登録推進事業

病児保育事業

こども未来課

教育改革推進特別経費補
助

放課後児童対策事業費

（男女共同参画
センター）

子育て短期支援事業

専門的母子保健の推進

こども家庭課
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29年度予算額 30年度予算額
（２月補正後） （当初）

担当課事業内容　事業名

　中小企業労働相談所において、労働条件、労使関
係等の労働相談を実施する。 69 -

　労働時間の短縮や育児休業・休暇取得促進等の啓
発活動の実施、短時間勤務や在宅勤務などの多様な
働き方の普及促進を図ることにより、仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）の取れる労働環
境の整備についての啓発を行う。

17,797 20,967

 県内事業所へ専門家（社会保険労務士）が個別訪
問し、「一般事業主行動計画」の策定・見直し等の
助言・推奨を行い、仕事と子育ての両立が可能な職
場環境の整備を図る。

3,964 3,743

　ITや介護の基礎技術などを習得する短期間の職業
訓練を実施する。 206,856 334,665

　就業（内職を含む。）を希望する女性からの相談
に応じる。 － －

小規模のセミナー等の開催、直接企業の女性従業員
等に質問が行える企業ブースなどを設置して、子育
て世代の就活の後押しを図る。

6,697 6,690

　女性農業者等が農業経営等に積極的に参画できる
よう、男女がともに働きやすい環境づくりを進め
る。

1,323 1,594 農産課

　漁業経営等に大きな役割を果している漁村女性グ
ループ活動等の取組を促進する。 86 86

　青年・女性漁業者の交流活動・自己啓発の場とし
ての組織の活動に対し、一定の助成を行う。 743 743

　学校等における子どもの安全を確保するため、
「学校安全ボランティア養成講習会」を開催し、学
校安全ボランティア組織の育成・拡充を図り、地域
ぐるみの学校安全に関する実践的な取組を推進す
る。

131 131 保健体育課

水産課

担い手組織化活動支援事
業（再掲）

仕事と子育ての両立支援
推進事業

産業人材課

地域ぐるみの学校安全体
制整備推進事業

農村女性等活動支援事業
（H28～　女性農業者ス
テップアップ支援事業）
（再掲）

女性漁業者活動支援事業
（再掲）

子育て世代就活サポート
事業

ワーク・ライフ・バラン
ス推進事業（再掲）

公共職業訓練（離転職
者）
（委託訓練）（再掲）

女性就業援助事業
（就業相談）

労働相談の実施
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