
    

    

    

    

    

ⅡⅡⅡⅡ    男女共同参画施策男女共同参画施策男女共同参画施策男女共同参画施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    



1111　　　　第第第第2222次山梨県男女共同参画計画関連施策次山梨県男女共同参画計画関連施策次山梨県男女共同参画計画関連施策次山梨県男女共同参画計画関連施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況

 施策・事業数 決算額（千円）

１ １ １ １ 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった社会慣行社会慣行社会慣行社会慣行のののの見直見直見直見直しとしとしとしと男女平等意識男女平等意識男女平等意識男女平等意識のののの醸成醸成醸成醸成 11111111 271,955271,955271,955271,955

（１）男女共同参画の視点に立った社会慣行の見直しと男女平等意識の醸成 5 135,273

（２）男女共同参画にかかる情報収集・提供等 3 1,742

（３）メディアにおける男女共同参画の推進 3 134,940

２ ２ ２ ２ 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進しししし、、、、多様多様多様多様なななな選択選択選択選択をををを可能可能可能可能にするにするにするにする教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習のののの充実充実充実充実 20202020 413,865413,865413,865413,865

（１）学校教育における男女平等を推進する教育と学習の充実 7 2,016

（２）社会教育等における男女共同参画の推進 3 137,473

（３）生涯にわたる学習活動の支援 7 141,582

（４）女性のエンパワーメントのための学習支援及び女性のチャレンジ支援      3 132,794

小小小小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計 31313131 685,820685,820685,820685,820
１ １ １ １ 政策政策政策政策・・・・方針決定過程方針決定過程方針決定過程方針決定過程へのへのへのへの女性女性女性女性のののの参画参画参画参画のののの拡大拡大拡大拡大 13131313 133,495133,495133,495133,495

（１）各種審議会委員等への女性の参画促進 6 853

（２）女性職員の登用の推進 5 0

（３）女性の人材育成等 2 132,642

２ ２ ２ ２ 地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進 11111111 305,641305,641305,641305,641

（１）地域社会活動への男女共同参画の推進 4 166,993

（２）環境分野での男女共同参画の推進 3 3,598

（３）地域おこし、まちづくり、観光分野等における男女共同参画の推進 2 134,384

（４）男女共同参画の視点を取り入れた防災（災害復興）体制の促進 2 666

３ ３ ３ ３ 高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障害者障害者障害者障害者がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる環境整備環境整備環境整備環境整備 32323232 9,071,9259,071,9259,071,9259,071,925

（１）高齢者の社会活動の促進、学習機会の充実 7 96,884

（２）高齢者が安心して暮らせる介護体制の充実 1 8,539,811

（３）障害者の自立した生活の支援 23 435,230

（４）社会基盤の整備 1 0

４ ４ ４ ４ 農山村農山村農山村農山村におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの確立確立確立確立 8888 2,730,5322,730,5322,730,5322,730,532

（１）女性が住みやすく活動しやすい農山村づくり 4 2,683,548

（２）農村地域の女性の地位向上に向けた意識改革の促進 1 0

（３）政策・方針決定過程への女性の参画の促進 1 0

（４）農山村の高齢者が安心して暮らせる条件の整備 2 46,984

５ ５ ５ ５ 国際社会国際社会国際社会国際社会をををを視野視野視野視野にににに入入入入れたれたれたれた男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進 4444 2,3942,3942,3942,394

（１）国際社会における取組等の情報収集及び提供並びに施策への反映 1 1,742

（２）あらゆるレベルでの国際交流や協力の推進 3 652

小小小小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計 68686868 12,243,98712,243,98712,243,98712,243,987
１ １ １ １ 働働働働くくくく場場場場におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの均等均等均等均等なななな機会機会機会機会とととと待遇待遇待遇待遇のののの確保確保確保確保 6666 1,9351,9351,9351,935

（１）男女の均等な雇用機会と待遇の確保の促進 1 552

（２）女性が能力を発揮しやすい職場環境の整備促進 4 831

　  第２次計画の推進に関連した施策の実施状況について、重点目標及び施策の方向ごとに平成23年度の施策・事業数、決算額を集
計しました。また、19頁～43頁は、その内訳となる施策・事業の概要、実績内容、決算額を体系ごとに掲載しました。

　　　　　　２２２２－－－－ⅠⅠⅠⅠ　　　　男女共同参画関連施策事業一覧表男女共同参画関連施策事業一覧表男女共同参画関連施策事業一覧表男女共同参画関連施策事業一覧表
平成23年度基本目標

男女共同参画社
会を形成するた
めの意識改革

重点目標及び施策の方向

男女共同参画に
よる豊かな社会
づくり

Ⅱ

Ⅰ

男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

社会社会社会社会をををを形成形成形成形成するするするする

ためのためのためのための意識改意識改意識改意識改

革革革革

男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

によるによるによるによる豊豊豊豊かなかなかなかな社社社社

会会会会づくりづくりづくりづくり

（２）女性が能力を発揮しやすい職場環境の整備促進 4 831

（３）妊娠中及び出産後も働きやすい職場環境づくりの促進 1 552

２ ２ ２ ２ 多様多様多様多様なななな働働働働きききき方方方方へのへのへのへの支援支援支援支援 17171717 8,782,6438,782,6438,782,6438,782,643

（１）能力開発のための支援 2 15,186

（２）再就職に向けた女性の能力開発のための支援 4 167,050

（３）多様な働き方への支援 7 237,002

（４）商工業等の自営業に従事する女性への支援 4 8,363,405

３ ３ ３ ３ 仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立支援両立支援両立支援両立支援とととと働働働働きききき方方方方のののの見直見直見直見直しししし 21212121 1,141,5121,141,5121,141,5121,141,512

（１）仕事と育児・介護等家庭生活との両立に関する意識啓発の充実 2 779

（２）仕事と育児・介護等両立のための制度の定着 1 6,433

（３）育児・介護等を行う労働者が働き続けやすい環境の整備 4 215,806

（４）多様なライフスタイルに応じた保育サービスの整備 8 776,127

（５）ひとり親家庭等に対する支援の推進 2 8,110

（６）家庭生活への男女の参画の促進（特に男性の参画促進） 4 134,257

小小小小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計 44444444 9,926,0909,926,0909,926,0909,926,090
１ １ １ １ 女性女性女性女性にににに対対対対するあらゆるするあらゆるするあらゆるするあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶 29292929 95,38695,38695,38695,386

（１）女性に対するあらゆる暴力の予防と根絶のための基盤づくり 8 5,087

（２）配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 8 22,583

（３）性犯罪被害者への支援と潜在化の防止 2 13,464

（４）売買春への対策の推進 3 20,790

（５）人身取引への対策の推進 2 20,726

（６）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 4 552

（７）ストーカー行為等への対策の推進 2 12,184

２ ２ ２ ２ 生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた女性女性女性女性のののの健康支援健康支援健康支援健康支援 15151515 182,878182,878182,878182,878

（１）生涯を通じた女性の健康の保持増進 4 13,536

（２）妊娠・出産期における女性の健康支援 2 32,097

（３）生涯を通じた健康づくりの情報や学習機会の提供 4 132,761

（４）エイズ、性感染症、薬物乱用、喫煙、飲酒等に関する適切な教育及び啓発活動の充実 5 4,484

小小小小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計 44444444 278,264278,264278,264278,264
１ １ １ １ 庁内庁内庁内庁内のののの推進体制推進体制推進体制推進体制のののの充実充実充実充実 7777 135,568135,568135,568135,568

（１）県の推進体制 2 1,463

（２）計画の進捗状況の公表 1 0

（３）男女共同参画推進センターの機能の充実 2 132,642

（４）相談・苦情処理制度の周知 1 1,463

（５）職員研修の充実 1 0

２ ２ ２ ２ 市町村及市町村及市町村及市町村及びびびび各種団体各種団体各種団体各種団体とのとのとのとの連携連携連携連携 6666 3,7933,7933,7933,793

（１）県民運動の展開 1 610

（２）市町村との連携 3 1,973

（３）関係機関、関係団体等との連携 2 1,210

小小小小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計 13131313 139,361139,361139,361139,361
200200200200 23,273,52223,273,52223,273,52223,273,522

※施策・事業数及び平成23年度決算額には、再掲を含む。
合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計

男女共同参画社
会形成に向けた
計画的推進

女性の人権と健
康に配慮した社
会づくり

男女が共に仕事
と家庭を両立で
きる環境づくり

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

－18－

男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

社会社会社会社会をををを形成形成形成形成するするするする

ためのためのためのための意識改意識改意識改意識改

革革革革

男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

によるによるによるによる豊豊豊豊かなかなかなかな社社社社

会会会会づくりづくりづくりづくり

男女男女男女男女がががが共共共共にににに仕仕仕仕

事事事事とととと家庭家庭家庭家庭をををを両立両立両立両立

できるできるできるできる環境環境環境環境づくづくづくづく

りりりり

女性女性女性女性のののの人権人権人権人権とととと

健康健康健康健康にににに配慮配慮配慮配慮しししし

たたたた社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり

男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

社会形成社会形成社会形成社会形成にににに向向向向

けたけたけたけた計画的推計画的推計画的推計画的推

進進進進



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画社会啓発事
業

男女共同参画社会の実現に向けて、県内
外の情報を盛り込んだ情報誌等を発行等
し、県民意識の高揚を図る。

・情報誌　10,500部（年2回発行）
・年次報告書　400部
・啓発パンフレット　20,000枚
・DV相談カード　16,500枚
・街頭啓発　ファイル2,500枚・懸垂幕
・やまなし女性の応援サイトの活用

1,742

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進センター
運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　・男女共同学講座
　・パートナーシップセミナー
　・子育て親育て塾
　・出前講座
  ・市民企画講座
　・趣味生活講座
　・子ども体験教室
　・ぴゅあコンサート
　・フェスティバル

132,642

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進事業者
等表彰事業

男女共同参画を推進する活動に積極的
に取り組んでいる県民、事業者等を表彰
するとともに、これを広く県民に周知し、男
女共同参画社会を実現するための県民意
識の高揚を図る。

県民、事業者、団体等から若干名を表彰
・H20　県民6、事業者2、
　　　 女性のチャレンジ1
・H21　県民7、事業者2、団体1
・H22　県民7、事業者1、
　　　 女性のチャレンジ1
・H23　県民8、事業者3、
　　   女性のチャレンジ１

52

　　　　２２２２ーーーーⅡⅡⅡⅡ　　　　第第第第2222次山梨県男女共同参画関連施策次山梨県男女共同参画関連施策次山梨県男女共同参画関連施策次山梨県男女共同参画関連施策のののの実施状況実施状況実施状況実施状況のののの詳細詳細詳細詳細

 　　　　　　　　　　　　　　（複数の施策に関連する事業は再掲し、再掲欄に○印を付しました。）

重点目標重点目標重点目標重点目標１１１１　　　　男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった社会慣行社会慣行社会慣行社会慣行のののの見直見直見直見直しとしとしとしと男女平等意識男女平等意識男女平等意識男女平等意識のののの醸成醸成醸成醸成

 （ （ （ （１１１１））））男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった社会慣行社会慣行社会慣行社会慣行のののの見直見直見直見直しとしとしとしと男女平等意識男女平等意識男女平等意識男女平等意識のののの醸成醸成醸成醸成
    

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅠⅠⅠⅠ 男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会をををを形成形成形成形成するためのするためのするためのするための意識改革意識改革意識改革意識改革

県民生活・男
女参画課

継 地域発男と女とのフォーラム
事業費補助金（県民フォーラ
ム）

男女共同参画社会の実現に向け、啓発す
ることを目的に、６月の男女共同参画推進
月間中において県民と一体となったフォー
ラムを開催する。

6月9日開催
・参加者385名
・シンポジウム
　　コーディネーター：荻原なつ子
　　パ　ネ　リ　ス　ト ：窪田真弓
　　　　　　　　　　　     玉川秀城
　　　　　　　　　　　     長坂勝弘
                             奈良泰史
・男女共同参画推進事業者等表彰

610

県民生活・男
女参画課

継 企業における男女共同参画
促進事業費

企業において、男女がともにいきいきと活
躍できる職場づくりを推進するために、企
業懇話会、企業向け講演会を開催すると
ともに、モデル企業へのアドバイザーを派
遣する。

・企業向け講演会の開催（11月2日）
　・参加者数104名
　・事例発表
　・講演：山田昭男

227

小計 135,273

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画社会啓発事
業

施策の実施状況や統計資料等について
年次報告書で公表する。

年次報告書400部作成 0

○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進センター
運営管理費

男女共同参画の推進に関わる情報等の
提供

・県民の日の啓発
・6月の男女共同参画推進月間　記念行事

0

 （ （ （ （２２２２））））男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にかかるにかかるにかかるにかかる情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・提供等提供等提供等提供等

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅠⅠⅠⅠ 男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会をををを形成形成形成形成するためのするためのするためのするための意識改革意識改革意識改革意識改革
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担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画社会啓発事
業

男女共同参画社会の実現に向けて、県内
外の情報を盛り込んだ情報誌等を発行等
し、県民意識の高揚を図る。

・情報誌　10,500部（年2回発行）
・年次報告書　400部
・啓発パンフレット　20,000枚
・DV相談カード　16,500枚
・街頭啓発　ファイル2,500枚・懸垂幕
・やまなし女性の応援サイトの活用

1,742

○

小計 1,742

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画社会啓発事
業

男女共同参画社会の実現に向けて、県内
外の情報を盛り込んだ情報誌等を発行等
し、県民意識の高揚を図る。

・情報誌　10,500部（年2回発行）
・年次報告書　400部
・啓発パンフレット　20,000枚
・DV相談カード　16,500枚
・街頭啓発　ファイル2,500枚・懸垂幕
・やまなし女性の応援サイトの活用

1,742

○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進センター
運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　＊男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

社会教育課 継 環境浄化推進事業 青少年の保護育成を図るため、これを阻
害するおそれのある行為を防止し、関係
機関、団体等の連携のもと環境浄化運動
や啓発活動を実施する。

・青少年保護育成条例に基づき有害図書
の指定（50冊）
・青少年社会環境健全化推進会議の開催
 （全体会1回、部会1回、セミナー1回）
・青少年社会環境健全化推進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの
実施 （2回）

556

 （ （ （ （３３３３））））メディアにおけるメディアにおけるメディアにおけるメディアにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進

実施 （2回）
・非行・被害防止県民大会の開催

小計 134,940

－20－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

義務教育課 継 人権教育の推進 学校教育全体を通して、人権尊重の精神
を高め、一人一人を大切にした教育の充
実を図る。

・教員研修会　「経験五年者研修会（人権
教育研修会）」総合教育センター(1回)
・道徳教育をはじめとする全教育活動
・校内研修会

0

義務教育課 継 児童・生徒の望ましい職業
観・勤労観をはぐくむキャリア
教育の推進

児童・生徒の望ましい職業観・勤労観の育
成を図り、主体的に進路が選択できるよう
に小・中学校から教育と学習を行う。

・進路指導主事研修会（１回）
・職業講話や職場体験
・職場体験については,県内中学校88校中
87校で実施
・児童生徒キャリア教育推進事業

943

高校教育課 継 人権教育の推進 教職員を対象とした研修会を実施する。 ・人権教育を授業の中に取り入れるための
研修を教育センターで実施
　１講座　　130名参加

0

高校教育課 継 メディア・リテラシーを向上さ
せる教育の推進

情報教育の中でメディアからの情報を主
体的に読み解いて自己発信する能力（メ
ディア・リテラシー）を向上させる教育の充
実を図る。

・情報科や総合的な学習の時間等を通じ、
発信する内容の探究活動や発信技術につ
いて指導し、メディアリテラシーの向上に努
めた。

0

高校教育課 継 科学技術への意識の向上 生徒の科学技術、理科・数学に対する興
味・関心と知的探求心等を育成する。

大学等との連携
・実施校　26校
・実施講座　47講座

0

高校教育課 継 職業観・勤労観をはぐくむ
キャリア教育の推進

企業現場での就業を体験することで、生
徒が望ましい職業観・勤労観を身につけ、
主体的な進路選択を行えるよう教育の充
実を図る。

企業現場での実習
・実施事業所　817事業所
・実施校　20校
・参加人数　1,883人

109

労政雇用課 継 キャリア教育の推進 早い段階から望ましい職業観・勤労観を
熟成するとともに、自らの進路を主体的に
選択できる能力を育てる。

・ジュニアトライワーク
　小中学生の企業等での施設見学、仕事
体験
・普及啓発事業

964

小計 2,016

    
重点目標重点目標重点目標重点目標２  ２  ２  ２  男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進しししし、、、、多様多様多様多様なななな選択選択選択選択をををを可能可能可能可能にするにするにするにする教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習のののの充実充実充実充実

 （ （ （ （１１１１））））学校教育学校教育学校教育学校教育におけるにおけるにおけるにおける男女平等男女平等男女平等男女平等をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育とととと学習学習学習学習のののの充実充実充実充実

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

社会教育課 継 子育て相談総合窓口設置事
業

子育てに悩む親の相談総合窓口として、
電話相談・面接相談・助産師相談・臨床心
理士によるカウンセリングなどを行い、子
育て中の親の負担軽減を行っている。

・電話相談　1,344件
・面接相談　10件
・カウンセリング　69件

4,603

社会教育課 継 子育て支援リーダー養成事
業

地域ぐるみの子育てを実現するために、
現在進行中の事業をワークショップ形成を
用いて臨床的に解決していく研修を行い、
地域の家庭教育・子育て支援のリーダーと
して活動できる人材を養成する。

・山梨県立大学との協働事業
　・受講者数　64人
　・修了者数　57人
　・講座回数　7回

228

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進センター
運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　＊男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

小計 137,473

 （（（（２２２２））））社会教育等社会教育等社会教育等社会教育等におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進

－21－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進センター
運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　＊男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

県民生活・男
女参画課

継 やまなし女性の応援サイト チャレンジ支援情報を一元的に提供する
とともに、男女共同参画推進センターの講
座情報等を提供する。

アクセス件数　870,029件
（H24.4.2現在）

0

生涯学習文化
課

継 キャンパスネットやまなし運
営事業

多様化、高度化している県民の学習ニー
ズに応えるため、様々な機関と連携して学
習機会を提供するとともに、学習した成果
を適切に評価し、活用に結びつける。

・企画運営委員会の開催　2回
・講座情報誌の発行　5,400部（年4回）
・入学者募集用リーフレットの作成・配布
5,000部
・奨励賞の交付　受賞者数　254人

1,149

生涯学習文化
課

継 指導者養成研修事業 県・市町村生涯学習推進担当職員、生涯
学習施設職員等を対象に県民の自主的
な学習を指導援助する人材を養成する研
修会を実施する。

生涯学習セミナー(2回)
  参加者数　94人

164

生涯学習文化
課

継 やまなしまなびネットワークシ
ステム運営事業

県民の生涯学習活動を支援するため、学
習情報等に関するデータベースを作成
し、インターネットにより県民に提供する。

まなびネットワークシステムによる生涯学習
情報の提供
  アクセス件数　544,982件

3,704

生涯学習文化
課

継 県民コミュニティーカレッジ
事業

多様化する生涯学習ニーズに対応するた
め、大学の持つ機能を活用し、県民により
高度な学習機会を提供するための公開講
座を開催する。

・パブリックテーマ講座　(6講座8回開催)32
回
  受講者数　1,054人
・リカレント講座　(6講座9回開催)29回
  受講者数　603人

2,913

私学文書課 継 県立大学地域研究交流セン 公開講座、出前講座、リカレント講座等を ・観光講座　4回 1,010

 （ （ （ （３３３３））））生涯生涯生涯生涯にわたるにわたるにわたるにわたる学習活動学習活動学習活動学習活動のののの支援支援支援支援

私学文書課 継 県立大学地域研究交流セン
ター費

公開講座、出前講座、リカレント講座等を
実施する。

・観光講座　4回
・県民コミュニティカレッジ　5回
・ソーシャルワーカーリカレント講座　2回
・子育て支援フォーラム　1回
・保育リカレント講座　1回
・健康講座　1回
・春季総合講座　3回

1,010

小計 141,582

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 女性のチャレンジシンポジウ
ム

女性のチャレンジを支援するため、実践事
例の紹介等を含めたシンポジウムを開催
するとともに、支援機関の情報提供を行
う。

・基調講演
　　講師：荻原なつ子
・パネリストによる活動報告
　　コーディネーター：荻原なつ子
　　パネリスト：勝村ケサエ
　　　　　　　　 川村克美
　　　　　　　　 斉藤節子
・ワールドカフェ

152

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進センター
運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　・男女共同学講座
　・パートナーシップセミナー
　・子育て親育て塾
　・出前講座
  ・市民企画講座
　・趣味生活講座
　・子ども体験教室
　・ぴゅあコンサート
　・フェスティバル

132,642

○

 （ （ （ （４４４４））））女性女性女性女性のエンパワーメントのためののエンパワーメントのためののエンパワーメントのためののエンパワーメントのための学習支援及学習支援及学習支援及学習支援及びびびび女性女性女性女性のチャレンジのチャレンジのチャレンジのチャレンジ支援支援支援支援

－22－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 やまなし女性の応援サイト チャレンジ支援情報を一元的に提供する
とともに、男女共同参画推進センターの講
座情報等を提供する。

アクセス件数　870,029件
（H24.4.2現在）

0

○

小計 132,794

－23－



基本目標基本目標基本目標基本目標ⅡⅡⅡⅡ　　　　男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画によるによるによるによる豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

行政改革推進
課

継 県審議会委員等への女性の
登用

「附属機関等設置運営要綱」に基づき、
女性委員の選任割合は、原則として２／
５を超えるものとする。

委員改選の際に女性比率を向上させるよう
主務課に指導を行った。

0

行政改革推進
課

継 県審議会委員等への公募制
の導入

「附属機関等設置運営要綱」に基づき、
委員は幅広い年齢層から選任することと
し、一般公募制の導入を更に推進するよ
う努める。

「附属機関等の委員の公募に関する指針」
に基づき、県審議会委員等へ公募制の導入
を推進した。

0

行政改革推進
課

継 県審議会委員等への女性の
参画状況

女性委員の選任状況について、資料提
供する。

女性委員の一覧表等を作成し、必要に応じ
資料提供を行った。

0

県民生活・男
女参画課

継 やまなし女性の知恵委員会
開催費

女性の委員を公募し、女性の知恵と感性
を県政の各分野に活かすために知事と
意見交換を行い、提案書を渡す。

・委員公募　17名
・全体会　2回
・班別検討会の実施

626

市町村課 継 各種審議会委員等への女性
の参画促進に関する助言・
情報提供

市町村に対して審議会委員等への女性
の積極的な登用に関する助言・情報提
供を行う。

必要に応じて情報提供等を行った。 0

県民生活・男
女参画課

継 企業における男女共同参画
促進事業費

企業において、男女がともにいきいきと
活躍できる職場づくりを推進するため
に、企業懇話会、企業向け講演会を開
催するとともに、モデル企業へのアドバイ
ザーを派遣する。

企業向け講演会の開催（11月2日）
　・参加者数104名
　・事例発表
　・講演：山田昭男

227

○

小計 853

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

義務教育課 継 女性教員の管理職への登用 校長・教頭などの管理職への女性の登
用に努める。

勤務実績が優秀で学校経営、運営に関する
理念や識見をもった者の登用を積極的に進
めた。

0

高校教育課 継 女性教員の管理職への登用 校長・教頭などの管理職への女性の登
用に努める。

校長職及び教頭職にそれぞれ女性１ずつを
登用

0

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画社会啓発事
業

施策の実施状況や統計資料等について
年次報告書で公表する。

年次報告書400部作成 0

○

人事課 継 人材育成と人事管理 女性の能力開発及び管理職への積極的
な登用に取り組むとともに、男女双方が
働きやすい職場環境づくりに努める。

職務配置による能力開発を早期から計画的
に行い、管理職への登用を積極的に進め
た。

0

市町村課 継 女性職員の登用の促進に関
する助言・情報提供

市町村に対して、女性職員の登用の促
進に関する助言・情報提供を行う。

必要に応じて情報提供等を行った。 0

小計 0

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進センター
運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　＊男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

県民生活・男
女参画課

継 やまなし女性人材バンク あらゆる場への女性の積極的な登用を
促進するため、多方面にわたる女性の人
材を登録し、情報の提供を行う。

H23年度末登録　145名 0

小計 132,642

重点目標重点目標重点目標重点目標１１１１　　　　政策政策政策政策・・・・方針決定過程方針決定過程方針決定過程方針決定過程へのへのへのへの女性女性女性女性のののの参画参画参画参画のののの拡大拡大拡大拡大

 （ （ （ （１１１１））））各種審議会委員等各種審議会委員等各種審議会委員等各種審議会委員等へのへのへのへの女性女性女性女性のののの参画促進参画促進参画促進参画促進

 （ （ （ （２２２２））））女性職員女性職員女性職員女性職員のののの登用登用登用登用のののの推進推進推進推進

 （ （ （ （３３３３））））女性女性女性女性のののの人材育成等人材育成等人材育成等人材育成等

－24－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 地域社会への男女共同参画
の推進

ボランティアやＮＰＯ活動に男女が共に
参画できるよう情報提供等を行い、自主
的な活動への参画を図る。

ボランティア・ＮＰＯの活動拠点であり情報提
供や人材育成等の支援を行っている山梨県
ボランティア・ＮＰＯセンターの管理運営等に
係る経費を助成し、男女が共に参画できるよ
うに、県内のボランティア・ＮＰＯ活動の推進
を図る。
 県内ＮＰＯ法人：423法人（認証）

33,510

県民生活・男
女参画課

継 地域発男と女とのフォーラム
事業費補助金（県民フォーラ
ム）

男女共同参画社会の実現に向け、啓発
することを目的に、６月の男女共同参画
推進月間中において県民と一体となった
フォーラムを開催する。

6月9日開催
・参加者385名
・シンポジウム
　　コーディネーター：荻原なつ子
　　パ　ネ　リ　ス　ト ：窪田真弓
　　　　　　　　　　　     玉川秀城
　　　　　　　　　　　     長坂勝弘
                             奈良泰史
・男女共同参画推進事業者等表彰

610

○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進リーダー
設置事業

地域における男女共同参画を推進する
ための啓発活動や課題解決に取り組
む。

・市町村の人口に応じた基準により計106名
設置
　任期：(H22～H23　2年間)
　　①研修会　5/19
　　②全体意見交換会　2月24日、28日、29
日

231

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進センター
運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　＊男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

小計 166,993

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

環境創造課 継 やまなしクリーンキャンペー
ンの推進

子どもから高齢者までの県民参加による
環境美化のため、一斉活動日（年６回・
奇数月の３０日）を提唱し、日頃から慣れ
親しみ愛着のある身近な環境をきれいに
するクリーンキャンペーンを展開する。

一斉活動日に県内各地で実施された。
 総参加人数　582,538人

1,000

環境創造課 継 環境フォーラムｉｎやまなし 「山梨県環境保全功績者表彰」として県
内の環境保全に尽力した個人や団体の
功績をたたえ知事表彰し、また、環境に
造詣の深い著名人の記念講演を行い、
県民の環境保全への意識の高揚を図
る。

・6月5日甲府市総合市民会館にて実施
・山梨県環境保全功績者表彰
　4団体が受賞
・記念講演　森田正光氏
・参加者数　250人

1,949

環境創造課 継 環境学習指導者派遣事業
（やまなしエコティーチャー）

県民の環境の保全及び創造に関する理
解を深め、意欲の増進に資することを目
的として、環境に関する知識、経験等を
持つ人材を、環境学習指導者（やまなし
エコティーチャー）として登録し、民間団
体等が開催する研修会や講演会等に講
師として派遣する。

・やまなしエコティーチャー登録者数56名
・派遣数　50回

649

小計 3,598

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画社会啓発事
業

男女共同参画社会の実現に向けて、県
内外の情報を盛り込んだ情報誌等を発
行等し、県民意識の高揚を図る。

・情報誌　10,500部（年2回発行）
・年次報告書　400部
・啓発パンフレット　20,000枚
・DV相談カード　16,500枚
・街頭啓発　ファイル2,500枚・懸垂幕
・やまなし女性の応援サイトの活用

1,742

○

重点目標重点目標重点目標重点目標２２２２　　　　地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進

 （ （ （ （１１１１））））地域社会活動地域社会活動地域社会活動地域社会活動へのへのへのへの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進

 （ （ （ （２２２２））））環境分野環境分野環境分野環境分野でのでのでのでの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進

 （ （ （ （３３３３））））地域地域地域地域おこしおこしおこしおこし、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり、、、、観光分野等観光分野等観光分野等観光分野等におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進

－25－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進センター
運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　＊男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

小計 134,384

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

防災危機管理
課

継 地域防災計画策定 山梨県地域防災計画に男女のニーズの
違い等男女双方の視点に配慮すべき事
項の掲載

 山梨県地域防災計画に男女のニーズの違
い等男女双方の視点に配慮すべき次の事
項の記載を充実
　・防災知識の普及
　・防災訓練の実施
　・避難場所の運営管理

467

防災危機管理
課

継 地域防災リーダー養成講座 地震や集中豪雨などの災害に対応する
ため地域防災力の中核となる「地域防災
リーダー」を養成する。

地域防災リーダー養成講座の開催4講座
　講座受講者　433名

199

小計 666

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

スポーツ健康
課

継 スポーツ県やまなし推進事
業

いきいき山梨ねんりんピック高齢者総合
スポーツ大会の開催費に対して助成す
る。

いきいき山梨ねんりんピックの開催
　・Ｈ23.9.24　小瀬スポーツ公園
　・参加者　約2,573人

1,000

社会教育課 継 山梨ことぶき勧学院・大学院 高齢者を対象に、県内９地域に勧学院を
開校し、高齢者の充実した生きがいづく
りの創造と活力ある地域づくりの指導者
の養成を図っている。また、勧学院卒業
生を対象に、県内２地域に大学院を設置
し、さらに専門的な学習を行う機会を設
けている。

【勧学院】
・地域学園講座57単位
・中央ふれあい行事21単位
・選択講座30単位（学生数：595名）
【大学院】
・学習研究講座24単位
・合同特別講座6単位
・中央ふれあい行事21単位
・自主研修6単位
・特別活動12単位（学生数：348名）

25,215

産業人材課 継 向上訓練（在職者訓練） 産業技術短期大学校、都留高等技術専
門校、峡南高等技術専門校、就業支援
センターで実施している在職者等を対象
とした訓練において、高齢者の受講を可
能とするため関係機関にパンフレットを
配布する。

パンフレット配布先
市町村、ハローワーク、民間企業、生涯学習
センター、各種団体等
配布部数　計 6,800部

0

長寿社会課 継 山梨県高齢者社会活動推
進等事業費補助金

老人クラブに助成を行うことにより、生き
がいと健康づくりのための社会活動の促
進を図る。

26市町村の1,286クラブ（会員数68,824人）
の活動に助成

44,523

長寿社会課 継 リハビリテーション推進事業
費

リハビリテーション、寝たきり予防等を推
進するため、市町村及び関係団体と連
携し、各種事業を実施する。

平成23年度リハビリテーション週間
・リハビリテーションのつどい310人参加
・高校生の一日リハビリテーション体験
20高校107人参加
・リハビリテーション公開講座427人参加

1,289

長寿社会課 継 ことぶきマスター制度推進費 高齢者の社会参加の促進を図る。 平成23年度ことぶきマスター認定証交付式
を2月7日に開催
（個人36人･2グループ　認定）

237

長寿社会課 継 長寿やまなし振興センター
事業

明るく活力ある長寿社会づくりを推進す
るため、高齢者の生きがい健康づくりを
支援する各種事業を実施する。

・いきいき山梨ねんりんピックの開催
（9月24日）
・シルバー作品展、シルバー俳句大会の開
催（6月9～13日）
・地域活動支援事業

24,620

小計 96,884

重点目標重点目標重点目標重点目標３３３３　　　　高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障害者障害者障害者障害者がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる環境整備環境整備環境整備環境整備

 （ （ （ （４４４４））））男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた防災防災防災防災（（（（災害復興災害復興災害復興災害復興））））体制体制体制体制のののの促進促進促進促進

 （ （ （ （１１１１））））高齢者高齢者高齢者高齢者のののの社会活動社会活動社会活動社会活動のののの促進促進促進促進、、、、学習機会学習機会学習機会学習機会のののの充実充実充実充実

－26－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

長寿社会課 継 介護保険事業費 介護保険制度が円滑に運営できるよう各
種事業を実施する。

・介護保険給付費県負担金
・地域支援事業県交付金
・介護保険審査会運営事業費
・要介護認定支援事業費
・介護費用適正化推進事業費
・介護支援専門員実務研修事業費
・介護支援専門員実務従事者基礎研修事
業費
・介護支援専門員更新研修事業費
・主任介護支援専門員養成研修事業費
・介護支援専門員管理システム運用事業費
・介護保険サービス情報公表事業費
・介護保険事業者指定等事業費
・介護サービス利用者負担軽減対策費補助
金
・介護雇用プログラム事業費（緊急雇用）
・介護雇用プログラム円滑化事業費（緊急雇
用）
・介護給付適正化推進特別事業費
・介護職員等医療的ケア研修事業費

8,539,811

小計 8,539,811

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

障害福祉課 継 障害者文化展開催費 障害者が文化活動や日常生活を通じて
製作した作品を展示し、障害者への正し
い理解と芸術活動の促進を図る。

8月31日～9月5日山交百貨店５階催事場に
て開催
　出品者2，236人

614

障害福祉課 継 ふれあい創作活動支援事業 在宅障害者の芸術・文化活動の活性化
を図り、日常生活を豊かなものとするため
絵画、陶芸及び文芸などの創作活動を
支援する指導者を育成し、派遣する。

ふれあい創作活動支援事業委託
　派遣回数69回

403

障害福祉課 継 山梨県障害者スポーツ大会
開催費

全国障害者スポーツ大会の選考会を兼
ねるスポーツ大会を開催する。

陸上競技、フライングディスク、卓球、水泳、
ボーリング等
 4月24日、5月14日、11月2日、12月18日

869

障害福祉課 継 スポーツ指導者派遣・研修
事業

障害者スポーツ振興のため、スポーツ指
導員の育成を行い、スポーツ指導員、ス
ポーツ活動推進員を派遣する。

スポーツ指導員、スポーツ活動推進員研修・
派遣委託
　派遣回数　55回
　研修人数　22人

449

障害福祉課 継 全国障害者スポーツ大会派
遣費補助

全国障害者スポーツ大会への選手派遣
に要する費用に対して補助する。

・強化練習費
・関東ブロック大会派遣費
・全国大会派遣費

9,422

障害福祉課 継 入院患者と地域住民とのふ
れあい交流事業

精神病院入院者と地域住民との交流の
場を設け、障害者に対する偏見除去と理
解を深める。

山梨県精神科病院協会へ委託し、スポー
ツ、芸術活動その他、入院患者と地域住民
との交流事業を実施した。

1,418

障害福祉課 継 心の健康を考える集い 精神障害者が一堂に会し、家族、関係
者が見守る中、交流を深める。

・平成23年11月16日　来場者764名
・厚生労働大臣表彰式、公開座談会等

930

障害福祉課 継 障害者週間普及・啓発事業
費

障害者週間（１２月３日～１２月９日）を中
心に啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ活動、障害者の主張
大会などの各種行事を重点的に実施す
る。

・甲府駅にて啓発活動該当キャンペーン実
施(12/2)
・「障害者の主張」大会開催(12/4)

624

障害福祉課 継 障害者社会参加推進セン
ター活動推進員等設置

障害者の自立と社会参加の促進を図る、
障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰの経費を補
助する。

障害者の自立と社会参加の促進を図るた
め、職員４名の給与費、光熱水費、清掃費を
補助

15,543

障害福祉課 継 字幕ビデオライブラリー設置
事業

聴覚障害者の情報の確保及び知識の習
得を支援するため字幕を挿入したﾋﾞﾃﾞｵﾗ
ｲﾌﾞﾗﾘｰの充実を図るとともに、聴覚障害
者情報ｾﾝﾀｰ及び富士ふれあいｾﾝﾀｰで
貸出を行う。

字幕入りビデオの貸出を実施　延96人、154
本
（うち自主制作ビデオ貸出　延47人、78本）

816

障害福祉課 継 聴覚障害者情報センター運
営事業

聴覚障害者のコミュニケーションを支援
する情報提供施設の管理運営を事業委
託をする。

職員6名
字幕入りビデオの貸出による情報提供やコ
ミュニケーション支援のための手話通訳者・
要約筆記者の養成・派遣等を実施

33,681

障害福祉課 継 点字図書館機能の充実 点字図書館（盲人福祉ｾﾝﾀｰ）の運営費
を補助する。

職員9名
図書の造成と貸出、文化情報サービス、点
字・録音・写本奉仕事業、相談及び社会適
応訓練、啓発活動等を実施

39,848

 （ （ （ （２２２２））））高齢者高齢者高齢者高齢者がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる介護体制介護体制介護体制介護体制のののの充実充実充実充実

 （ （ （ （３３３３））））障害者障害者障害者障害者のののの自立自立自立自立したしたしたした生活生活生活生活のののの支援支援支援支援

－27－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

障害福祉課 継 点字による即時情報ネット
ワーク事業

新聞・雑誌等によって毎日流れる新しい
情報を視覚障害者に点字等で提供す
る。

平成23年度情報提供件数
・墨字　480件
・点字　4,080件
・電子メール　4,800件

1,024

障害福祉課 継 障害者権利擁護事業 障害者等の人権や権利を擁護するた
め、相談員、弁護士による相談窓口を設
置し、相談を受け付ける。

・一般相談　185件
・法律相談　 24件

2,791

障害福祉課 継 介助用自動車購入等助
成事業

重度身体障害者等が移動に際し必要と
する自動車を、リフト付等に改造又は改
造車両を購入する経費を助成し、介助
者の負担を軽減する。

介助用自動車購入・改造費助成 4,141

障害福祉課 継 福祉タクシーシステム
事業

重度障害者及び要介護老人の社会参
加等を促進するため、市町村、タクシー
会社等と連携を図り福祉タクシーシステ
ムを実施する。

タクシー利用券補助 11,649

障害福祉課 継 身体障害者補助犬育成貸
与事業

重度視覚障害者に盲導犬を貸与するこ
とにより社会参加を促進する。

盲導犬育成貸与　２頭 3,401

障害福祉課 継 居宅介護等事業費負担金 身体障害者、知的障害者、障害児、精
神障害者に対して行われる居宅介護事
業に対して助成する。

県内の全市町村（２７市町村）にて実施 165,277

障害福祉課 継 居宅介護従事者現任研修
事業

居宅介護従事者現任研修を実施する。 ・全体会（講義）1回
・実習
　身体障害児・者支援　7回のうち１回を受講
　知的障害児・者支援　3回のうち１回を受講
　精神障害児・者支援　3回のうち１回を受講

41

障害福祉課 継 点訳・録音奉仕員養成
事業

視覚障害者の日常生活上のコミュニケー
ション支援を図るため、点訳奉仕員、録
音奉仕員を養成するとともに、点訳・録音
図書を製作する。

・点訳奉仕員養成講習会15回
・音訳奉仕員養成講習会16回

3,886

障害福祉課 継 点訳・録音奉仕員研修
事業

点訳・録音奉仕員技術の維持向上を図
るため研修を行う。

・点訳研修29回
・録音・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ研修24回
・写本研修8回、合同研修3回

516

障害福祉課 継 市町村障害者地域生活
支援事業

障害者にとって最も身近な市町村で、障
害者のコミュニケーション支援、情報の確
保、移動支援、生活訓練、スポーツ振
興、福祉機器のリサイクルなど障害者の
ニーズに応じて実施する市町村障害者
地域生活支援事業に補助する。

実施市町村　26市町村 125,138

産業人材課 継 障害者の態様に応じた委託
訓練事業

障害者を対象とした職業訓練を、民間教
育機関等に委託して実施し、就職を支援
する。

①知識・技能習得コース
・訓練期間：3ヶ月
・定員：60人、受講者：40人
②実践能力習得コース
・訓練期間：3ヶ月以内（随時）
・定員：35人、受講者：26人
③特別支援学校早期訓練コース
・訓練期間：3ヶ月以内（10月以降随時）
・定員：10人、受講者： 4人
受講者合計：70人

12,749

小計 435,230

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

障害福祉課 継 福祉のまちづくりの推進
（障害者幸住条例施行規
則）

障害者幸住条例施行規則に基づく、特
定施設整備基準への適合
（市町村に事務権限委譲）
【フロー】事前相談、特定施設建築等の
届出（工事着手30日前）、届出済書交
付、工事着手、工事完了届出（工事完了
後7日以内）、工事の完了検査、適合証
の交付

・事前協議　35件
・建築届受理　49件
・変更届受理　6件
・完了届受理  33件
・適合証交付　41件

0

小計 0

 （ （ （ （４４４４））））社会基盤社会基盤社会基盤社会基盤のののの整備整備整備整備

－28－



重点目標重点目標重点目標重点目標４４４４　　　　農山村農山村農山村農山村におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの確立確立確立確立

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

耕地課 継 中山間地域総合整備事業 農業・農村の活性化を図り、定住の促
進、都市との交流基盤の形成等を目的と
して、農業生産基盤の整備と農村生活
環境基盤等の整備を総合的に行う。

・平成23年度実施地区
敷島（甲斐市）、富士吉田北部（富士吉田
市）、三珠豊富（市川三郷町、中央市）、市
川大門（市川三郷町）、富士北麓水源の里
（道志村・山中湖村）、茅ヶ岳北西部（北杜
市）、八代（笛吹市）、鳴沢（鳴沢村）、大月
北部（大月市）、身延北部（身延町）、穂積
（富士川町）、上野原南部（上野原市）　計12
地区
・整備工種
ほ場整備、農道、農業用排水路、鳥獣害防
止施設、集落道、営農飲雑用水施設等

2,681,457

林業振興課 継 林業普及指導費
林業研究グループ活動支援
事業

林業後継者の育成確保を図るため、林
業技術の向上や改善について自主的に
研究し活動しているグループの支援を進
める。

山梨県林業研究グループ連絡協議会の活
動に対して支援を実施。
　＜研修会、ｺﾝｸｰﾙ等への参加支援：3回＞

30

観光振興課 継 やまなし都市農村交流推進
事業

多様な交流活動による誘客促進と地域
活性化を図る。
（やまなし都市農村交流推進事業費補
助金：富士の国やまなし農村休暇邑協
会）

・都市農村交流事業提案コンテストの実施
　・応募　18点
　・優秀提案選定　4点
　・優秀提案ツアー実施　4ツアー参加者数
48名
・資質向上研修会、推進会議の開催
・農山村交流体験資源メニュー集作成

1,217

農業技術課 継 農村女性活動支援事業 農村女性による起業活動の充実・発展を
推進するとともに、新たな担い手となる農
村女性リーダーを育成する。

・農村女性新商品開発支援４グループ
・農村女性リーダー育成のため、農村女性
リーダー会議に派遣（長野県、２名）

844

小計 2,683,548

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

農業技術課 継 やまなし農業ルネサンス大
綱

市町村と連携し家族経営協定の締結や
女性認定農業者の育成等により、農村
女性が農業経営や地域活動に参画でき
る環境づくりを推進する。

家族経営協定の新規締結件数26件、解除
件数4件
　家族経営協定締結数　306件
　（H24.3.31現在）

0

小計 0

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

農政総務課 継 山梨県農業会議と連携した
女性農業委員登用に向けた
啓発活動

山梨県農業会議と連携し、市町村農業
委員会職員や女性農業委員等を対象と
した研修会等の開催等

山梨県農業会議と連携し、市町村農業委員
会職員担当者会議（年２回）や農政推進農
業委員会大会（年１回）等において、女性農
業委員登用に向けた啓発活動を実施

0

小計 0

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

農業技術課 継 やまなし農業ルネサンス大
綱

高齢農業者が培った知識や技術を活か
しつつ、生きがいを持って活動できるよ
う、新規就農者への指導や都市農村交
流等の地域活動への参画を促進する。

・高齢農業者の知識・技術の活用 0

耕地課 継 山村振興等農林漁業特別
対策事業（山村と都市との交
流促進）

多面的な山村・都市交流の促進のため、
地域資源活用総合交流促進施設、体験
農園施設、農産物処理加工施設の整備
を行う。

・農産物処理加工施設　A=361m2 46,984

小計 46,984

 （ （ （ （４４４４））））農山村農山村農山村農山村のののの高齢者高齢者高齢者高齢者がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる条件条件条件条件のののの整備整備整備整備

 （ （ （ （１１１１））））女性女性女性女性がががが住住住住みやすくみやすくみやすくみやすく活動活動活動活動しやすいしやすいしやすいしやすい農山村農山村農山村農山村づくりづくりづくりづくり

 （ （ （ （２２２２））））農村地域農村地域農村地域農村地域のののの女性女性女性女性のののの地位向上地位向上地位向上地位向上にににに向向向向けたけたけたけた意識改革意識改革意識改革意識改革のののの促進促進促進促進

 （ （ （ （３３３３））））政策政策政策政策・・・・方針決定過程方針決定過程方針決定過程方針決定過程へのへのへのへの女性女性女性女性のののの参画参画参画参画のののの促進促進促進促進

－29－



重点目標重点目標重点目標重点目標５５５５　　　　国際社会国際社会国際社会国際社会をををを視野視野視野視野にににに入入入入れたれたれたれた男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの促進促進促進促進

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画社会啓発事
業

男女共同参画社会の実現に向けて、県
内外の情報を盛り込んだ情報誌等を発
行等し、県民意識の高揚を図る。

・情報誌　10,500部（年2回発行）
・年次報告書　400部
・啓発パンフレット　20,000枚
・DV相談カード　16,500枚
・街頭啓発　ファイル2,500枚・懸垂幕
・やまなし女性の応援サイトの活用

1,742

○

小計 1,742

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算

額
(千円)

再掲
○

社会教育課 継 男女共同参画学習推進事
業

県内の女性に、国際理解・国際協力に
ついて生涯学習の場を提供し、女性の
社会参画推進の指導者を養成する。

山梨女性国際セミナーの開催
・委託先：（社）国際女性教育振興会山梨県
支部
・開催回数4回
・参加者数428人

525

国際交流課 継 多文化共生推進事業 やまなし多文化共生推進指針に基づき
体系化された「やまなし多文化共生推進
協議会」を設置し、各事業のフォローアッ
プ等を行う。

やまなし多文化共生推進協議会
　年2回（9月、2月）開催

127

社会教育課 継 内閣府青年国際交流事業 　日本と世界各国の青年の交流を通し、
相互理解と友好を深め広い国際的視野
と国際協力の精神を養う機会を提供し、
国際社会の各分野で活躍できる青年の
育成を目指す。

・内閣府青年国際交流事業中間選考会・壮
行会の開催
・内閣府青年国際交流派遣事業への参加
・内閣府青年国際交流受入れ事業の対応

0

小計 652

 （ （ （ （１１１１））））国際社会国際社会国際社会国際社会におけるにおけるにおけるにおける取組等取組等取組等取組等のののの情報収集及情報収集及情報収集及情報収集及びびびび提供並提供並提供並提供並びにびにびにびに施策施策施策施策へのへのへのへの反映反映反映反映

 （ （ （ （２２２２））））あらゆるレベルでのあらゆるレベルでのあらゆるレベルでのあらゆるレベルでの国際交流国際交流国際交流国際交流やややや協力協力協力協力のののの推進推進推進推進

－30－



基本目標基本目標基本目標基本目標ⅢⅢⅢⅢ　　　　男女男女男女男女がががが共共共共にににに仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭をををを両立両立両立両立できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

労政雇用課 継 労働情報提供費 女性が働きやすい環境づくりを進めるた
め、男女雇用機会均等法などの法令の
周知徹底や企業に対する啓発を図る。

国との連携を図る中で広報誌「やまなし労
働」への掲載等を行う。

552

小計 552

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

労政雇用課 継 労働情報提供費 女性が働きやすい環境づくりを進めるた
め、男女雇用機会均等法などの法令の
周知徹底や企業に対する啓発を図る。

国との連携を図る中で広報誌「やまなし労
働」への掲載等を行う。

552

○

県民生活・男
女参画課

継 企業における男女共同参
画促進事業費

企業において、男女がともにいきいきと活
躍できる職場づくりを推進するために、企
業懇話会、企業向け講演会を開催すると
ともに、モデル企業へのアドバイザーを派
遣する。

企業向け講演会の開催（11月2日）
　・参加者数104名
　・事例発表
　・講演

227

○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進事業者
等表彰事業

男女共同参画を推進する活動に積極的
に取り組んでいる県民、事業者等を表彰
するとともに、これを広く県民に周知し、男
女共同参画社会を実現するための県民
意識の高揚を図る。

県民、事業者、団体等から若干名を表彰
・H20　県民6、事業者2、
　　　 女性のチャレンジ1
・H21　県民7、事業者2、団体1
・H22　県民7、事業者1、
　　　 女性のチャレンジ1
・H23　県民8、事業者3、
　　   女性のチャレンジ１

52

○

労働委員会事
務局

継 委員会費 労使紛争が生じた場合に、労働者等の
申請により解決に向けた「あっせん」を開
催する。

個別的労使紛争のあっせん　7件
　あっせん事項
　　・解雇の撤回
　　・降格、減給発令の撤回
　　・今後の募集時における再雇用の確
　　　約　等

0

小計 831

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

労政雇用課 継 労働情報提供費 女性が働きやすい環境づくりを進めるた
め、男女雇用機会均等法などの法令の
周知徹底や企業に対する啓発を図る。

国との連携を図る中で広報誌「やまなし労
働」への掲載等を行う。

552

○

小計 552

重点目標重点目標重点目標重点目標１１１１　　　　働働働働くくくく場場場場におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの均等均等均等均等なななな機会機会機会機会とととと待遇待遇待遇待遇のののの確保確保確保確保

　（　（　（　（１１１１））））男女男女男女男女のののの均等均等均等均等なななな雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会とととと待遇待遇待遇待遇のののの確保確保確保確保のののの促進促進促進促進

　（　（　（　（２２２２））））女性女性女性女性がががが能力能力能力能力をををを発揮発揮発揮発揮しやすいしやすいしやすいしやすい職場環境職場環境職場環境職場環境のののの整備促進整備促進整備促進整備促進

　（　（　（　（３３３３））））妊娠中及妊娠中及妊娠中及妊娠中及びびびび出産後出産後出産後出産後もももも働働働働きやすいきやすいきやすいきやすい職場環境職場環境職場環境職場環境づくりのづくりのづくりのづくりの促進促進促進促進

－31－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

産業人材課 継 相談・情報提供事業 県立職業能力開発施設等で相談・情報
提供を実施する。

県立職業能力開発施設等で相談・情報
提供を実施した。

0

産業人材課 継 向上訓練（在職者訓練） 産業技術短期大学校、都留高等技術専
門校、峡南高等技術専門校、就業支援
センターにおいて在職者等を対象とした
短期課程の普通職業訓練及び専門短期
課程の高度職業訓練を実施する。

訓練期間：2日～10日
コース数:132、定員：2,463人、受講者：
2013人
実施場所：産業技術短期大学校
　　　　　 　都留高等技術専門校
　　　　　    峡南高等技術専門校
　　　　   　 就業支援センター
実施時期：H23.4～H24.3

15,186

○

小計 15,186

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

産業人材課 継 離転職者訓練事業 再就職を促進するための技術・知識の習
得を目的とした職業訓練を実施する。

訓練期間：2ヶ月～6ヶ月
定員：280人、受講者：226人
実施場所：都留高等技術専門校
　　　　    　 峡南高等技術専門校
　　　　    　 就業支援センター
実施時期：H23.4～H24.3

31,912

産業人材課 継 チャレンジマザー就職支
援事業

子育て中または子育てが一段落した女性
の再就職を支援するため、託児サービス
付きの職業訓練を実施する。

訓練期間：3ヶ月
定員：20人、受講者：12人
実施場所：就業支援センター
実施時期：H23.5.10～H23.8.4
託児児童数：2人

2,496

医務課 継 医師確保対策事業 医師確保対策の一環として、女性医師の
スムーズな職場復帰のために必要とされ
る方策について、関係機関と検討を進め
る。

関係機関の会議において協議を行った。 0

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進セン
ター運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　＊男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

小計 167,050

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

労政雇用課 継 労働情報提供費 女性が働きやすい環境づくりを進めるた
め、男女雇用機会均等法などの法令の
周知徹底や企業に対する啓発を図る。

国との連携を図る中で広報誌「やまなし労
働」への掲載等を行う。

552

○

労政雇用課 継 労使関係調整費 県民生活センター内に中小企業労働相
談所を設置し、労使双方からの労働問題
全般についての相談に応ずる。

労働相談員2名を配置 5,884

商業振興金融
課

継 中小企業金融相談窓口事
業

中小企業者に対する県制度融資の紹介
や、様々な金融に関する相談に応ずるた
め、平成１５年３月から、商業振興金融課
内に「中小企業金融相談窓口」を設け、
専門の相談員（県内金融機関ＯＢ）及び
課員が対応している。

相談件数567件
（電話497件、面会70件）

2,055

産業支援課 継 中小企業基盤整備事業
（創業・経営革新支援事
業）

（公財）やまなし産業支援機構において、
起業のためのセミナーの開催、インキュ
ベーションルーム入居者等への総合的支
援、専門家や経営革新アドバイザーによ
る指導・助言などを行う。

・起業家養成セミナーの開催（女性受講
者1名）
・インキュベーションルーム入居者6名（女
性起業家1名）
・専門家派遣

15,192

 （ （ （ （１１１１））））能力開発能力開発能力開発能力開発のためののためののためののための支援支援支援支援
重点目標重点目標重点目標重点目標２２２２　　　　多様多様多様多様なななな働働働働きききき方方方方へのへのへのへの支援支援支援支援

 （ （ （ （２２２２））））再就職再就職再就職再就職にににに向向向向けたけたけたけた女性女性女性女性のののの能力開発能力開発能力開発能力開発のためののためののためののための支援支援支援支援

 （ （ （ （３３３３））））多様多様多様多様なななな働働働働きききき方方方方へのへのへのへの支援支援支援支援

－32－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

産業政策課 継 ソーシャルビジネス支援型
地域人材育成事業（ふる
さと雇用再生事業）

行政がカバーしきれない社会的課題（福
祉、環境、遊休農地、中心市街地活性
化）等を、市民レベルでビジネスの手法を
用いて、適正な利潤を得て継続的に取り
組む活動であるソーシャルビジネスに対
して提案された事業の実施を委託する。

・委託先　8団体
・新規雇用者数　21名

47,690

産業支援課 継 新分野進出企業若年者雇
用支援事業（緊急雇用創
出基金事業）

新しい事業等にチャレンジし、経営を革
新しようとする企業の40歳未満の若年者
雇用を支援する。

・委託先　10団体
・うち「住民組織化による女性就業支援所
構築」をテーマとする事業の実施
・新規雇用者数　19名（うち女性8名）

32,987

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進セン
ター運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　＊男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

小計 237,002

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

商業振興金融
課

継 商工業振興資金貸付金 中小企業の金融の円滑化を促進し、経
営の安定化を図るため、金融機関の協調
を得て制度融資を実施する。

融資実績（商工業振興資金全体）
   2,066件
   147億5,257万円

8,358,520

産業政策課 継 小規模事業経営支援事業
（若手後継者等育成事業
（青年部・女性部活動推
進費））

商工会連合会が行う商工会に設置されて
いる女性部の活動を推進するための事業
に対して助成を行う。

・機関誌等の発行 3500部
・研修会の開催 3回
・主張発表大会の開催 1回
・地域振興やまちづくり推進ための事業等
の実施3事業

2,602

産業政策課 継 中小企業連携組織対策事
業
（女性部活動支援事業）

中小企業団体中央会女性部の活動を推
進するための事業に対して助成を行う。

・研修会　2回
・視察研修　1回

541

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画社会啓発事
業

男女共同参画社会の実現に向けて、県
内外の情報を盛り込んだ情報誌等を発
行等し、県民意識の高揚を図る。

・情報誌　10,500部（年2回発行）
・年次報告書　400部
・啓発パンフレット　20,000枚
・DV相談カード　16,500枚
・街頭啓発　ファイル2,500枚・懸垂幕
・やまなし女性の応援サイトの活用

1,742

○

小計 8,363,405

 （ （ （ （４４４４））））商工業等商工業等商工業等商工業等のののの自営業自営業自営業自営業にににに従事従事従事従事するするするする女性女性女性女性へのへのへのへの支援支援支援支援

－33－



重点目標重点目標重点目標重点目標３３３３　　　　仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立支援両立支援両立支援両立支援とととと働働働働きききき方方方方のののの見直見直見直見直しししし

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

労政雇用課 継 労働情報提供費 女性が働きやすい環境づくりを進めるた
め、男女雇用機会均等法などの法令の
周知徹底や企業に対する啓発を図る。

国との連携を図る中で広報誌「やまなし労
働」への掲載等を行う。

552

○

県民生活・男
女参画課

継 企業における男女共同参
画促進事業費

企業において、男女がともにいきいきと活
躍できる職場づくりを推進するために、企
業懇話会、企業向け講演会を開催すると
ともに、モデル企業へのアドバイザーを派
遣する。

企業向け講演会の開催（11月2日）
　・参加者数104名
　・事例発表
　・講演：山田昭男

227

○

小計 779

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

労政雇用課 継 勤労者福祉資金対策費 勤労者の生活の安定と向上を図るため、
育児休業中又は介護休業中の生活資金
の貸付を行う。

・山梨県勤労者福祉資金
　限度額：100万円
　資金使途：医療､慶弔､教育､
　　　　　　住宅補修､災害
　　　　　　その他生活資金

6,433

小計 6,433

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

医務課 継 小児救急医療体制の充実 少子化・核家族化が進展する中、共働き
世帯が増えていることから、小児を対象と
した休日、夜間の救急医療体制の整備・
充実を図る。

・休日、夜間における小児救急医療体制
を整備するため、小児初期救急医療セン
ター、小児病院群輪番制の運営に対し助
成した。
　センター利用患者数
　　甲府　20,928人
　　富士・東部　10,126人
・電話を通じ、小児患者の症状に応じ適
切な対応が図られるよう、小児医療に精通
した看護師による助言及び指導を行っ
た。
　相談件数　4,144件

82,784

人事課 継 山梨県職員子育て支援プ
ログラム

次世代育成支援対策推進法に基づき、
職員の子どもたちの健やかな育成を目的
としてプログラムの着実な推進に努める。

・各所属に「子育て相談員」、各部局に
「子育て支援推進員」を配置
・職員ボランティアとして「子育てサポー
ター」を配置
*「子育てハンドブック」のポータルへの掲
示
・育休中の職員を対象とした研修会実施
・子ども参観日の実施
・子育て支援に関する情報の定期的な発
信

153

県民生活・男
女参画課

継 企業における男女共同参
画促進事業費

企業において、男女がともにいきいきと活
躍できる職場づくりを推進するために、企
業懇話会、企業向け講演会を開催すると
ともに、モデル企業へのアドバイザーを派
遣する。

企業向け講演会の開催（11月2日）
　・参加者数104名
　・事例発表
　・講演：山田昭男

227

○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進セン
ター運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　＊男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

小計 215,806

 （ （ （ （１１１１））））仕事仕事仕事仕事とととと育児育児育児育児・・・・介護等家庭生活介護等家庭生活介護等家庭生活介護等家庭生活とのとのとのとの両立両立両立両立にににに関関関関するするするする意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発のののの充実充実充実充実

 （ （ （ （２２２２））））仕事仕事仕事仕事とととと育児育児育児育児・・・・介護等両立介護等両立介護等両立介護等両立のためののためののためののための制度制度制度制度のののの定着定着定着定着

 （ （ （ （３３３３））））育児育児育児育児・・・・介護等介護等介護等介護等をををを行行行行うううう労働者労働者労働者労働者がががが働働働働きききき続続続続けやすいけやすいけやすいけやすい環境環境環境環境のののの整備整備整備整備

－34－



　 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

医務課 継 有子看護師確保事業 病院及び診療所が実施する病院内保育
所の運営事業に対し助成することにより、
子供を持つ看護職員にとって働きやすい
環境を整備し、離職防止及び再就職を促
進する。

・病院内保育所運営費補助金（国補）  5
施設
・院内保育事業費補助金（県単）  7施設

39,247

社会教育課 継 子育て相談総合窓口設置
事業

子育てに悩む親の相談総合窓口として、
電話相談・面接相談・助産師相談・臨床
心理士によるカウンセリングなどを行い、
子育て中の親の負担軽減を行っている。

・電話相談　1,344件
・面接相談　10件
・カウンセリング　69件

4,603

○

社会教育課 継  子育て支援リーダー養成
事業

地域ぐるみの子育てを実現するために、
現在進行中の事業をワークショップ形成
を用いて臨床的に解決していく研修を行
い、地域の家庭教育・子育て支援のリー
ダーとして活動できる人材を養成する。

山梨県立大学との協働事業
　・受講者数　64人
　・修了者数　57人
　・講座回数　7回

228

○

児童家庭課 継 特別保育事業 多様なライフスタイルに応じた保育サービ
スを整備
市町村が行う特別保育事業の取り組みを
支援する。
※一時預かり事業：H22から交付金（～
H21補助事業）
　延長保育：H22から補助事業（～H21交
付金）

・乳児保育　204保育所
（産休育休明け保育）  （73保育所）
・一時預かり　110保育所
・休日保育　5保育所
・夜間保育　1保育所
・延長保育　145保育所
・病児・病後児保育（体調不良児対応型）
12保育所

387,864

児童家庭課 継 地域子育て支援拠点事業 子育て中の親の育児負担の軽減や孤立
化が解消され、安心して子育てに取り組
めるように地域で気軽に相談ができる拠
点を整備する。
※補助事業だったが、H22からは交付金
になった。

・センター型（子育て支援センター）
　33か所（11市町）
・ひろば型（つどいの広場）
　29か所（14市町村）

0

児童家庭課 継 放課後児童クラブ事業 児童館や児童センター等を利用した放課
後児童対策を充実する。

放課後児童クラブ
　210所　8278人

335,802

児童家庭課 継 子育て情報提供事業 子育ての不安を軽減するため、（相談窓
口を設置したり、）子育てに関する多様な
情報をホームページやテレフォン等を通
じて提供する。

・安心子育てテレフォン
　444件（約37件／月平均）
・やまなし子育てネット
　138,711件(約11,559件／月平均）
やまなし子育てネットに子育て応援カード
事業及び子育てバリアフリーマップ事業を
掲載
・子育てハンドブック
　7,500部作成（市町村、保育所・幼稚園、
各関係機関ほか）

※安心子育てテレフォンリニューアル事業
（H24.3　5,345千円）
　運用開始から5年以上が経過したため、
情報提供内容について県からのお知らせ
を追加するなどの見通しを行うとともに、機
器の更新を行った。

7,739

児童家庭課 継 子育て支援情報広報事業 子どもを育てていく親が安心して子育て
に取り組める環境をつくるため、子育て支
援や様々な制度等を紹介する。

子育て専門情報誌に子育て関連情報を
毎月広告掲載
B5 カラー3回、モノクロ9回、12,000部

644

小計 776,127

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

産業人材課 継 母子家庭の母等を対象と
した職業訓練

母子家庭の母等を対象とした職業訓練を
実施する。

訓練期間：3ヶ月
定員：20人、受講者：6人
実施場所：外部訓練機関に委託
実施時期：H23.11.14～H24.2.21

945

児童家庭課 継 母子家庭等自立支援事業 母子家庭等の家庭の状況、就業経験等
に応じ、就業に結びつきやすい就業支援
ｾﾐﾅｰの開催、ﾊﾛｰﾜｰｸ等職業紹介機関
と連携した就業情報の提供など一貫した
就業支援サービスを提供することにより、
母子家庭等の自立支援を促進する。

・就業相談　146件
・就業支援セミナー開催
・パソコン講座　受講者 18名
・ホームヘルパー養成講座　19名
・特別相談事業　１件

7,165

小計 8,110

 （ （ （ （４４４４））））多様多様多様多様なライフスタイルになライフスタイルになライフスタイルになライフスタイルに応応応応じたじたじたじた保育保育保育保育サービスのサービスのサービスのサービスの整備整備整備整備

 （ （ （ （５５５５））））ひとりひとりひとりひとり親家庭等親家庭等親家庭等親家庭等にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のののの推進推進推進推進

－35－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

社会教育課 継  子育て支援リーダー養成
事業

地域ぐるみの子育てを実現するために、
現在進行中の事業をワークショップ形成
を用いて臨床的に解決していく研修を行
い、地域の家庭教育・子育て支援のリー
ダーとして活動できる人材を養成する。

山梨県立大学との協働事業
・受講者数　64人
・修了者数　57人
・講座回数　7回

228

○

社会教育課 継 父親を考えるフォーラム開
催事業

幼稚園・保育所（園）の保護者に、家庭教
育における父親の役割の重要性、家族と
の関わりや問題点、父親の家庭教育の必
要性について理解を深めることができる
フォーラムを開催し、父親の家庭教育参
加の意識を高める。

・「父親」をテーマにしたフォーラムの開催
・私立幼稚園PTA連合会　2ヶ所
    父親数／参加者数　170/530人
・保育所保護者連合会　6ヶ所
    父親数／参加者数 359/1,089人

1,160

県民生活・男
女参画課

継 企業における男女共同参
画促進事業費

企業において、男女がともにいきいきと活
躍できる職場づくりを推進するために、企
業懇話会、企業向け講演会を開催すると
ともに、モデル企業へのアドバイザーを派
遣する。

・企業向け講演会の開催（11月2日）
　・参加者数104名
　・事例発表
　・講演：山田昭男

227

○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進セン
ター運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　＊男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

小計 134,257

 （ （ （ （６６６６））））家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活へのへのへのへの男女男女男女男女のののの参画参画参画参画のののの促進促進促進促進（（（（特特特特にににに男性男性男性男性のののの参画促進参画促進参画促進参画促進））））

－36－



基本目標基本目標基本目標基本目標ⅣⅣⅣⅣ　　　　女性女性女性女性のののの人権人権人権人権とととと健康健康健康健康にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

義務教育課 継 人権教育の推進 全ての教育活動の中で差別やいじめのな
い心の通う学級づくりを児童・生徒、教職
員が一体となり推進する。

・道徳教育等心の健全育成
・生徒指導研究協議会

0

警察本部
警務課
捜査第一課

継 性犯罪防止事業 性犯罪被害者相談窓口「性暴力１１０番」
等の広報活動等を行うとともに、警察職員
にカウンセリング研修を受講させ、性犯罪
被害者の精神的負担の軽減や性犯罪被
害の潜在化防止を図る。

・広報活動
　・チラシ　25,000枚
　・クリアファイル　5,000枚
　・ポケットティッシュ　25,000個
　・電光掲示板による広報　2回（7日間実
施）
　・路線バス10台への掲出広告　1回（年
間通して）
・性犯罪被害者相談事業
　　　相談受理件数　38件
・被害者支援カウンセラー養成講座(1回2
名)受講

1,280

警察本部
生活安全企画
課

継 安全・安心なまちづくりの推
進

女性・子どもを対象としたわいせつ・不審
者による声かけ事案が多発していることか
ら、地方公共団体や施設等の管理者と連
携しながら、犯罪防止に配慮した構造・設
備を有する道路、公園等の施設の普及を
図ることにより、犯罪の起こりにくいまちづく
りを一層推進する。

・女性子どもに対する声かけ 295件
・女性子どもに対する防犯教室　延べ126
回
・山梨県自主防犯ボランティア連絡協議
会連合会　定期総会・研修会（12/19)

2

県民生活・男
女参画課

継 安全・安心なまちづくりの普
及・啓発

安全・安心なまちづくり推進会議、同街頭
キャンペーン、並びに同県民大会の開
催、情報紙の発行などにより、県民に対す
る効果的な普及・啓発を図る。
地域で安全・安心なまちづくりに取り組む
自主防犯組織を支援する。

・推進会議の開催　構成52団体
・街頭キャンペーンの開催　1,000人
・県民大会の開催 500人
・情報紙の発行 58,000部（年2回）
・地域活性化促進事業支援4団体

1,551

高校教育課 継 人権教育の推進 家庭科の男女共修や公民科等の学習に
おいて取組を進める。

家庭科や公民科の学習において、生徒
の発達段階を踏まえて、ＤＶの防止や人
権教育に努めた。

0

○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画社会啓発事
業

男女共同参画社会の実現に向けて、県内
外の情報を盛り込んだ情報誌等を発行等
し、県民意識の高揚を図る。

・情報誌　10,500部（年2回発行）
・年次報告書　400部
・啓発パンフレット　20,000枚
・DV相談カード　16,500枚
・街頭啓発　ファイル2,500枚・懸垂幕
・やまなし女性の応援サイトの活用

1,742

○

県民生活・男
女参画課

継 配偶者等に対する暴力防
止対策事業

配偶者からの暴力防止及び被害者の保
護に関する理解を深めるため、研修会の
開催等及び啓発用パンフレットを発行す
る。

・相談対応職員研修会　8/9(78名)
・県民対象講演会　11/16 (101名）
・啓発用リーフレット　8,400部
・DV相談カード　16,500枚

512

県民生活・男
女参画課

継 女性総合相談 男女共同参画推進センターにおいて女性
を対象とした相談を行う。(H18年度から
は、配偶者暴力相談支援センターとして
併せて業務)

相談員2名配置（ぴゅあ総合）
　相談件数　1,088件

0

小計 5,087

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

医務課 継 － 医療関係者の各組織、団体（県医師会、
歯科医師会、看護協会等）に法の規定、
趣旨について周知する。

医療関係団体等への法の規定、趣旨に
ついて周知

0

警察本部
警務課

継 県犯罪被害者支援連絡協
議会事業

総合的な被害者支援を行うために警察、
行政、医療等の関係機関・団体が相互に
連携し、被害者のニーズに応える活動を
進める。

・総会の開催
　1回　29機関　〔35所属（うち山梨県9所
属、警察7所属）〕
・犯罪被害者支援講演会の開催
　1回　100名聴講
・会報の発行
　（年5回発行）

65

重点目標重点目標重点目標重点目標１１１１　　　　女性女性女性女性にににに対対対対するあらゆるするあらゆるするあらゆるするあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶

 （ （ （ （１１１１））））女性女性女性女性にににに対対対対するあらゆるするあらゆるするあらゆるするあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの予防予防予防予防とととと根絶根絶根絶根絶のためののためののためののための基盤基盤基盤基盤づくりづくりづくりづくり

 （ （ （ （２２２２））））配偶者等配偶者等配偶者等配偶者等からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力のののの防止及防止及防止及防止及びびびび被害者被害者被害者被害者のののの保護等保護等保護等保護等のののの推進推進推進推進

－37－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

警察本部
生活安全企画
課

継 ＤＶ防止法の適切な運用の
推進

　既存の法制度の的確な運用を引き続き
図るとともにその周知に努め、近年新たに
整備された諸制度の適切な運用に努める
とともに、その趣旨や内容等について広報
啓発を行う。
　また、警察では、被害者の意思を尊重し
加害者を検挙するほか、加害者への指導
警告を行うなど配偶者からの暴力による被
害を防止するための措置について指導及
び助言を行う。

・配偶者暴力事案相談件数 127件
・加害者に対する指導・警告 45件
・保護命令違反検挙 1件
・他法令による検挙 7件
・警察本部長等の援助 28件

0

警察本部
警務課
捜査第一課

継 性犯罪防止事業 　性犯罪被害者相談窓口「性暴力１１０
番」等の広報活動等を行うとともに、警察
職員にカウンセリング研修を受講させ、性
犯罪被害者の精神的負担の軽減や性犯
罪被害の潜在化防止を図る。

・広報活動
　・チラシ　25,000枚
　・クリアファイル　5,000枚
　・ポケットティッシュ　25,000個
　・電光掲示板による広報　2回（7日間実
施）
　・路線バス10台への掲出広告　1回（年
間通して）
・性犯罪被害者相談事業
　　　相談受理件数　38件
・被害者支援カウンセラー養成講座(1回2
名)受講

1,280

○

県民生活・男
女参画課

継 犯罪被害者等支援 　犯罪等の被害者等を総合的に支援する
窓口の適切な運営を行う。
　県民に対し、犯罪被害者等の立場の理
解の増進を図るための適切な啓発を行う。

・「山梨県犯罪被害者等総合支援窓口」
の開設
・街頭キャンペーンの支援

0

児童家庭課 継 女性相談所費 売春防止法・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に基づい
て、相談・保護・自立支援を行う。

・配偶者暴力支援センターとしての実績
（女性相談所のＤＶ関係のみ）
　・面接相談　284件
　・電話相談　800件
　・一時保護　23件
　・相談員　4名

20,726

県民生活・男
女参画課

継 配偶者等に対する暴力防
止対策事業

配偶者からの暴力防止及び被害者の保
護に関する理解を深めるため、研修会の
開催等及び啓発用パンフレットを発行す
る。

・相談対応職員研修会　8/9(78名)
・県民対象講演会　11/16 (101名）
・啓発用リーフレット　8,400部
・DV相談カード　16,500枚

512

○

県民生活・男
女参画課

継 女性総合相談 男女共同参画推進センターにおいて女性
を対象とした相談を行う。(H18年度から
は、配偶者暴力相談支援センターとして
併せて業務)

相談員2名配置（ぴゅあ総合）
　相談件数　1,088件

0

○

小計 22,583

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H22年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

警察本部
警務課
捜査第一課

継 性犯罪防止事業 性犯罪被害者相談窓口「性暴力１１０番」
等の広報活動等を行うとともに、警察職員
にカウンセリング研修を受講させ、性犯罪
被害者の精神的負担の軽減や性犯罪被
害の潜在化防止を図る。

・広報活動
　・チラシ　25,000枚
　・クリアファイル　5,000枚
　・ポケットティッシュ　25,000個
　・電光掲示板による広報　2回（7日間実
施）
　・路線バス10台への掲出広告　1回（年
間通して）
・性犯罪被害者相談事業
　　　相談受理件数　38件
・被害者支援カウンセラー養成講座(1回2
名)受講

1,280

○

警察本部
生活安全企画
課

継 警察安全相談の充実強化 相談受理・対応体制の充実強化と組織的
対応の徹底を行う。

・警察安全相談受理件数　5,917件
・警察安全相談員配置数　6名

12,184

小計 13,464

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

警察本部
少年課

継 被害少年等カウンセリング
アドバイザー

被害少年等に対するカウンセリングと診療
を行うほか、継続的な支援・補導を必要と
する被害少年のカウンセリングを担当する
少年補導職員等への助言指導を行う。

少年補導職員等への助言指導
　山角病院　年12回　（1回5,310円）

64

警察本部
少年課

継 非行防止教室の開催 学校等関係機関・団体と連携して非行防
止教室を開催する。

小学校　136回  延べ 32,510人
中学校　50回  延べ 11,168人
高等学校　24回  延べ 17,925人
   計　210回  延べ 61,603人

0

 （ （ （ （３３３３））））性犯罪被害者性犯罪被害者性犯罪被害者性犯罪被害者へのへのへのへの支援支援支援支援とととと潜在化潜在化潜在化潜在化のののの防止防止防止防止

 （ （ （ （４４４４））））売買春売買春売買春売買春へのへのへのへの対策対策対策対策のののの推進推進推進推進

－38－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

児童家庭課 継 女性相談所費 売春防止法・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に基づい
て、相談・保護・自立支援を行う。

相談員人数　4人 20,726

○

小計 20,790

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

警察本部
生活環境課

継 外国人労働者対策に係る
悪質な雇用関係事犯及び
トラフィッキング事犯の取締
りの推進

悪質な雇用関係事犯の取締りを推進し、ト
ラフィッキング事犯の的確な把握を行う。

認知件数 0件 0

児童家庭課 継 女性相談所費 売春防止法・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に基づい
て、相談・保護・自立支援を行う。

人身取引被害者の実績
　なし

20,726

○

小計 20,726

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

義務教育課 継 人権教育の推進 児童生徒に人権を尊重する意識を育てる
教育を実施するとともに、教職員への啓発
に努める。

・道徳教育をはじめとする全教育活動
・管理主事や指導主事の学校訪問での
教職員への指導
・管理職研修における指導

0

高校教育課 継 人権教育の推進 家庭科の男女共修や公民科等の学習に
おいて取り組むとともに、教職員への啓発
に努める。

家庭科や公民科等において指導の充実
に努めるとともに、教育委員会による教職
員への指導や管理職研修会においても
指導を行った。

0

労政雇用課 継 労働情報提供費 女性が働きやすい環境づくりを進めるた
め、男女雇用機会均等法などの法令の周
知徹底や企業に対する啓発を図る。

国との連携を図る中で広報誌「やまなし労
働」への掲載等を行う。

552

○

人事課 継 研修 職場研修必須テーマとして、全所属で実
施。

テーマ「セクシュアルハラスメントのない職
場づくり」

0

小計 552

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

警察本部
生活安全企画
課

継 ストーカー規制法の適切な
運用の推進

職員に対する教養を徹底しストーカー規
制法の適切な活用を図るとともに広報啓
発の推進を行う。
被害者が自ら被害を防止するための援助
等、被害者に対する的確な措置を行う。

・ストーカー事案対応件数 66件
・行為者に対する口頭警告 29件
・ストーカー規制法に基づく警告 2件
・ストーカー規制法に基づく検挙 2件
・他法令による検挙 1件
・ストーカー規制法における援助 20件
・職員に対する教養 9回（延べ113名）

0

警察本部
生活安全企画
課

継 警察安全相談の充実強化 相談受理・対応体制の充実強化と組織的
対応の徹底を行う。

・警察安全相談受理件数 5,917件
・警察安全相談員配置数 6名

12,184

○

小計 12,184

 （ （ （ （５５５５））））人身取引人身取引人身取引人身取引へのへのへのへの対策対策対策対策のののの推進推進推進推進

 （ （ （ （６６６６））））セクシュアル・ハラスメントセクシュアル・ハラスメントセクシュアル・ハラスメントセクシュアル・ハラスメント防止対策防止対策防止対策防止対策のののの推進推進推進推進

 （ （ （ （７７７７））））ストーカーストーカーストーカーストーカー行為等行為等行為等行為等へのへのへのへの対策対策対策対策のののの推進推進推進推進

－39－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

スポーツ健康
課

継 生涯・地域スポーツ推進事
業

・豊かなスポーツライフ実現のため、生涯
スポーツ活動の推進、指導者の養成、確
保を行う。
・やまなしスポーツ情報ネットの再構築。

・広域スポーツセンター運営委託
・地域スポーツ推進人材育成
・生涯スポーツ情報発信

4,999

スポーツ健康
課

継 山梨県スポーツレクリエー
ション祭実行委員会助成費

山梨県スポーツ・レクリエーション祭の開
催。全国スポーツ・レクリエーション祭への
選手派遣について助成する。

・山梨県スポーツ・レクリエーション祭
（2日間、10市町で開催、参加者数5,327
人）
・全国スポーツ・レクリエーション祭
（栃木県で開催、参加者数169人）

8,537

健康増進課 継 女性健康相談センター事
業

様々な女性特有の健康課題を相談できる
窓口を保健所に設置し、専門職種による
電話相談、面接相談を実施する。

電話相談：18件、面接相談：399件
（避妊1件、不妊404件、メンタルケア4件、
その他8件）

0

健康増進課 継 乳がん、子宮がんに係わる
啓発事業

乳がん、子宮がんなど女性特有のがんに
ついての普及啓発とがん検診の受診勧奨
を行う。

・女性特有のがん検診推進事業の推進
・10月の乳がん月間を中心とした啓発事
業
・企業と連携し9月のがん征圧月間におけ
るキャンペーンの実施
・ホームページに山梨のがん情報を掲載

0

小計 13,536

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

医務課 継 周産期医療体制整備事業 分娩を取りやめた地域で健診を行う医療
機関と分娩を取り扱う医療機関との連携シ
ステムを確保するとともに、助産師外来の
導入を促進し、妊婦の安心安全をサポー
トする。

・産科相談員による妊婦健診　延べ1,181
人（都留市立病院）
・地域周産期等医療学講座（寄附講座）
による助産師外来及び院内助産に係る
研修会等の実施

31,369

健康増進課 継 不妊（不育）専門相談セン
ター事業

不妊に悩む夫婦の相談に対し、適切な情
報提供や専門家による相談の場を提供す
る。

・電話相談　71件
・面接相談　30件

728

小計 32,097

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進セン
ター運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　＊男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

健康増進課 継 女性健康相談センター事
業

様々な女性特有の健康課題を相談できる
窓口を保健所に設置し、専門職種による
電話相談、面接相談を実施する。

電話相談：18件、面接相談：399件
（避妊1件、不妊404件、メンタルケア4件、
その他8件）

0

○

健康増進課 継 乳がん、子宮がんに係わる
啓発事業

乳がん、子宮がんなど女性特有のがんに
ついての普及啓発とがん検診の受診勧奨
を行う。

･女性特有のがん検診推進事業の推進
・１０月の乳がん月間を中心とした啓発事
業
・企業と連携し９月のがん征圧月間にお
けるキャンペーンの実施
・ホームページに山梨のがん情報を掲載

0

○

スポーツ健康
課

継 学校保健推進事業 指導者の資質向上を図るため、各種研修
会を実施する。

*保健主事研修会
 1回、総合教育センター、227人
*養護教諭研修会
 1回、総合教育センター、248人
*性・薬物乱用防止教育研修会
 1回、総合教育センター、325人
*養護教諭経験者研修
 延べ9日間、総合教育センター他、5人
*新規採用養護教諭研修会
 15日、総合教育センター他、6人

119

小計 132,761

重点目標重点目標重点目標重点目標２２２２　　　　生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた女性女性女性女性のののの健康支援健康支援健康支援健康支援
 （ （ （ （１１１１））））生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた女性女性女性女性のののの健康健康健康健康のののの保持増進保持増進保持増進保持増進

 （ （ （ （２２２２））））妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産期出産期出産期出産期におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のののの健康支援健康支援健康支援健康支援

 （ （ （ （３３３３））））生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの情報情報情報情報やややや学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供

－40－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

警察本部
少年課

継 薬物乱用防止教室の開催 　学校等関係機関・団体と連携して薬物
乱用防止教室を開催する。

・中学校　26回　延べ  4,141人
・高等学校 20回　延べ 10,280人
   計      46回　延べ 14,421人

0

スポーツ健康
課

継 学校保健推進事業 指導者の資質向上を図るため、各種研修
会を実施する。

*保健主事研修会
 1回、総合教育センター、227人
*養護教諭研修会
 1回、総合教育センター、248人
*性・薬物乱用防止教育研修会
 1回、総合教育センター、325人
*養護教諭経験者研修
 延べ9日間、総合教育センター他、5人
*新規採用養護教諭研修会
 15日、総合教育センター他、6人

119

○

健康増進課 継 たばこ対策推進事業 受動喫煙の防止や禁煙支援などの喫煙
対策や喫煙の健康への影響に関する知
識の普及啓発を行う。

・喫煙防止研修会１回、会議１回
・禁煙支援研修会　１回
・禁煙サポート薬局28店
・禁煙分煙認定事業1,504件
・健康出前講座　19回
・事業所の「喫煙対策実施状況調査」

539

健康増進課 継 エイズ対策事業 ＨＩＶ／エイズに対する相談・検査体制の
充実及びＨＩＶ／エイズに関する正しい知
識の普及啓発等の推進を図る。

・保健所での相談・検査件数
　・相談　61件
　・検査　620件
・普及・啓発講習会　51回

2,892

衛生薬務課 継 薬物乱用対策推進事業 薬物乱用防止のための広報・啓発活動を
行う。

・ヤング街頭キャンペーン
・6月25日県内13か所で実施　701名参加
・薬物乱用防止教室、薬物相談窓口　随
時実施

934

小計 4,484

 （（（（４４４４））））エイズエイズエイズエイズ、、、、性感染症性感染症性感染症性感染症、、、、薬物乱用薬物乱用薬物乱用薬物乱用、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙、、、、飲酒等飲酒等飲酒等飲酒等にににに関関関関するするするする適切適切適切適切なななな教育及教育及教育及教育及びびびび啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの
　　　 　　　 　　　 　　　 充実充実充実充実

－41－



担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進本部 男女共同参画社会の実現に向け、庁内各
部を構成員とし、計画的、総合的に推進
する。

開催なし 0

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画審議会 男女共同参画社会の実現に向け、計画
的、総合的に推進する事項について調査
審議する。

・審議会開催　4回
・第3次山梨県男女共同参画計画につい
て

1,463

小計 1,463

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画社会啓発事
業

推進状況や進捗状況等について年次報
告書で公表する。

年次報告書400部作成 0

○

小計 0

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進セン
ター運営管理費

男女共同参画推進センター（指定管理）
の運営管理及び各種講座等の開催を通
し、男女共同参画の推進を図る。

・指定管理料
  年４回（公財）やまなし文化学習協会
・駐車場借上料
・各種講座開催
　・男女共同学講座
　＊パートナーシップセミナー
　＊子育て親育て塾
　＊出前講座
  ＊市民企画講座
　＊趣味生活講座
　＊子ども体験教室
　＊ぴゅあコンサート
　＊フェスティバル

132,642

○

県民生活・男
女参画課

継 女性総合相談 男女共同参画推進センターにおいて女性
を対象とした相談を行う。(H18年度から
は、配偶者暴力相談支援ｾﾝﾀｰとして併せ
て業務)

相談員2名配置（ぴゅあ総合）
　相談件数　1,088件

0

○

小計 132,642

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画審議会 県が実施する男女共同参画の推進に関
する施策又は男女共同参画の推進に影
響を及ぼすと認められる施策に関する県
民又は事業者からの苦情に適切に対処す
る。

・審議会開催　4回
・第3次山梨県男女共同参画計画につい
て

1,463

○

小計 1,463

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

人事課 継 研修 職場研修必須テーマとして全所属で実施
する。

テーマ「子育て支援」
子育て支援に関する制度の理解を深め、
仕事と子育ての両立を図ることができる職
場環境づくりを目指す。

0

○

小計 0

 （ （ （ （５５５５））））職員研修職員研修職員研修職員研修のののの充実充実充実充実

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅤⅤⅤⅤ　　　　男女共同参画社会形成男女共同参画社会形成男女共同参画社会形成男女共同参画社会形成にににに向向向向けたけたけたけた計画的推進計画的推進計画的推進計画的推進

重点目標重点目標重点目標重点目標１１１１　　　　庁内庁内庁内庁内のののの推進体制推進体制推進体制推進体制のののの充実充実充実充実

 （ （ （ （１１１１））））県県県県のののの推進体制推進体制推進体制推進体制

 （ （ （ （２２２２））））計画計画計画計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの公表公表公表公表

 （ （ （ （３３３３））））男女共同参画推進男女共同参画推進男女共同参画推進男女共同参画推進センターのセンターのセンターのセンターの機能機能機能機能のののの充実充実充実充実

 （ （ （ （４４４４））））相談相談相談相談・・・・苦情処理制度苦情処理制度苦情処理制度苦情処理制度のののの周知周知周知周知

－42－



重点目標重点目標重点目標重点目標２２２２　 　 　 　 市町村及市町村及市町村及市町村及びびびび各種団体各種団体各種団体各種団体とのとのとのとの連携連携連携連携

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 地域発男と女とのフォーラ
ム事業費補助金（県民
フォーラム）

男女共同参画社会の実現に向け、啓発す
ることを目的に、６月の男女共同参画推進
月間中において県民と一体となったフォー
ラムを開催する。

（H23）6月9日開催　参加者385名
・シンポジウム
　　コーディネーター：荻原なつ子
　　パネリスト　　　：窪田真弓
　　　　　　　　　　　玉川秀城
　　　　　　　　　　　長坂勝弘
・男女共同参画推進事業者等表彰

610

○

小計 610

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画推進リー
ダー設置事業

地域における男女共同参画を推進するた
めの啓発活動や課題解決に取り組む。

・市町村の人口に応じた基準により計106
名設置
　任期：(H22～H23　2年間)
　　①研修会 5月31日
　　②全体意見交換会　2月24、28、29日

231

県民生活・男
女参画課

継 連携会議 地域における男女共同参画の具体的取
組促進と連携体制づくりに努める。

市町村連携会議　ぴゅあ３館で年1回 0

県民生活・男
女参画課

継 男女共同参画社会啓発事
業

男女共同参画社会の実現に向けて、県内
外の情報を盛り込んだ情報誌等を発行等
し、県民意識の高揚を図る。

・情報誌　10,500部（年2回発行）
・年次報告書　400部
・啓発パンフレット　20,000枚
・DV相談カード　16,500枚
・街頭啓発　ファイル2,500枚・懸垂幕
・やまなし女性の応援サイトの活用

1,742

○

小計 1,973

担当課室 区分 施策・事業名 施策・事業概要 H23年度実績内容
H23年度決算額

(千円)
再掲
○

県民生活・男
女参画課

継 地域発男と女とのフォーラ
ム事業費補助金（県民
フォーラム）

男女共同参画社会の実現に向け、啓発す
ることを目的に、６月の男女共同参画推進
月間中において県民と一体となったフォー
ラムを開催する。

（H23）6月9日開催　参加者385名
・シンポジウム
　　コーディネーター：荻原なつ子
　　パネリスト　　　：窪田真弓
　　　　　　　　　　　玉川秀城
　　　　　　　　　　　長坂勝弘
・男女共同参画推進事業者等表彰

610

○

県民生活・男
女参画課

継 山梨県女性団体協議会事
業補助金

男女共同参画社会の実現に向けて活動し
ている県女性団体協議会に対し補助す
る。

・構成団体
・研修会、機能別部会活動
・機関誌の発行

600

小計 1,210

 （ （ （ （１１１１））））県民運動県民運動県民運動県民運動のののの展開展開展開展開

 （ （ （ （２２２２））））市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携

 （ （ （ （３３３３））））関係機関関係機関関係機関関係機関、、、、関係団体等関係団体等関係団体等関係団体等とのとのとのとの連携連携連携連携
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