
様式２－１

R３年度 ～ R７年度

15.0％ （R2） 9.9％ （H30）

300社 （R2） 67社 （R2.12）

上位 （R2） 23位 （H29.4）

15.0％ （R2）

女性活躍推進事業主行動計画策
定事業所数（アウトカム）

25歳から44歳までの育児中の女
性有業率全国順位（アウトカム）

①令和７年度まで（第５次男女共同参画基本計画期間
中）の中長期目標

②令和７年度まで（第５次男女共同参画基本計画期間
中）の重要業績評価指標（ＫＰＩ）（※ＫＰＩは目標達成へ
の事業進捗の測定指標）

【雇用の場における女性活躍の推進】
○これまで、本交付金を活用しながら、雇用の場において女性が自らの能力や経験を最大限に発揮できる社会の実現のため、国、県、経
済団体、労働団体、職域団体、教育機関等で構成する「長野県女性活躍推進会議」と連携し、経営トップ等を対象とした女性活躍推進セミ
ナーの開催等の取組を行ってきた。
○女性活躍推進を含むダイバーシティ経営の重要性は次第に浸透しているが、企業における女性のキャリア形成に向けた仕事と子育て
等の家庭生活の両立ができる環境整備やポジティブアクションを、企業の経営層のリーダーシップの下、一層進める必要がある。

【女性の再就職への支援】
○出産・育児を機に離職した女性の多くは、自分のキャリア等を再就職に活かすことが難しく、再就職に対して不安を感じている。加えて、
再就職の可能性を高めるための職業訓練等の制度の周知も不十分である。
○コロナ禍において、女性の「実質的失業者（「シフト５割以上減」かつ「休業手当なし」）」が推計で90万人にのぼり、完全失業者と合算す
ると162万人にも及んでいる。また、パート・アルバイト女性の４人に１人がコロナの影響でシフトが減少していると言われ、女性に対する再
就職や正社員での就業に向けた支援が、これまで以上に必要となっている。（令和２年野村総合研究所「コロナによる休業者の実態と今後
の意向に関する調査」）

【理工系分野における女性活躍、人材育成】
○県内の基幹産業である製造業に就いている女性の割合が男性に比べて低いことは、理工系分野における女性活躍推進が進んでいな
いことを示している。
○その要因の一つとして、女子中高生の身近に理工系の専門知識を持つ女性のロールモデルが少なく、進路選択時に将来像がつかみ
にくいことが考えられる。中高生の理解を深める取組を展開し、理工系分野での女性活躍や人材育成を進める必要がある。

【長野県男女共同参画センターの機能強化】
○長野県男女共同参画センターについては、第５次長野県男女共同参画計画（女性活躍推進計画）を推進する中核的な存在として、こ
れまでに増して、県民のニーズを的確に捉え、様々な世代の県民に浸透する、時宜にかなった啓発・発信を行う必要がある。

４．地域の実情と課題

目標・ＫＰＩ

企業の課長相当職以上に占める
女性の割合（アウトカム）

企業の課長相当職以上に占める
女性の割合（アウトカム）

令和３年５月　　（ 策定済 ・ 策定予定 ）※どちらかにマルをつけてください。 計画期間（予定）

目標値（時点）

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（都道府県分）

都道府県名：長野県

１．事業名 女性の活躍推進事業

２．実施期間 令和３年４月１日　～　令和４年３月31日

【各種調査等に見る地域の実情】
○長野県の女性の有業率は52.6％で全国５番目と高いものの、育児中の女性では68.0％であり全国中位にとどまっている。また、管理的
職業従事者に占める女性の割合は8.4％で、都道府県の中では最も低くなっている。（平成29年総務省就業構造基本調査）
○県内企業の管理職に占める女性の割合は、医療・福祉（50.9％）以外の業種では３割以下となっている。（平成30年度長野県女性雇用
環境等実態調査）
○企業等の管理職への女性登用が少ない理由として、45.9％が「従業員に占める女性の割合が低い」、44.8％が「必要な知識や経験、判
断力を有する女性がいない」、19.6％が「女性本人が管理職になることを希望しない」を挙げている。（平成30年度長野県女性雇用環境等
実態調査）
○県内には、働きたい希望を持ちながらも就職活動に至っていない女性が54,700人おり、就職活動に至らない理由として、育児等の制約
があり働くことができないという点が、他に比べ突出して多くなっている。（平成29年総務省就業構造基本調査）
○出産・育児を機に離職した９割以上は離職した時に再就職の意向を有していた一方で、再就職の際に自分のキャリアや能力を活かすこ
とに対しては、「やや難しいと思っていた」と回答した割合が最も多い。また、再就職の求職活動中に利用したかった支援として、「就業に備
えた職業訓練等」という回答は8.7％であった。（平成27年厚生労働省労働者アンケート）
○長野県では、15歳以上の就業者について産業大分類別の割合をみると「製造業」が最も多い。これを男女別でみると、男性は「製造業」
が最も多いが、女性は「医療・福祉」が最も多く、「製造業」の割合は男性と比べると10ポイント程度低い。（平成27年国勢調査）
○県内市町村においては、56市町村（72.7％）で男女共同参画計画が策定され、うち37市町村で女性活躍推進計画と一体のものとして策
定されている。（令和２年４月時点）

【第５次長野県男女共同参画計画（女性活躍推進計画）の策定】
○長野県では、第４次計画の後継計画として、第５次長野県男女共同参画計画（女性活躍推進計画）の策定作業を進めている。（令和３
年５月末策定予定）
○次期計画では、長野県の主な課題の一つとして、「企業等における女性の管理職への登用など方針決定過程への女性の参画が遅れて
いる要因として、女性が就業を継続できていない現状があることから、仕事と育児等を両立して働き続けられる環境整備や男性が家事・育
児等を担うことができるよう働き方の見直しに取り組む必要がある。併せて、女性の能力発揮に向けたキャリアアップへの支援、ロールモデ
ルの紹介等に取り組む必要がある。」との認識を示している。
○その上で、６つの重点目標の一つとして『雇用の場における男女共同参画の推進とワーク・ライフ・バランスの実現』を掲げ、「男女の均等
な機会と待遇の確保等性差別のない雇用環境の整備」、「長時間労働などの見直しと多様な働き方の推進」、「育児・介護等の支援充実に
よる仕事と生活の調和」、「結婚・出産・育児等で離職した女性の再就業に向けた支援」、「農林業・商工業等の自営業における男女共同
参画の推進」に取り組むこととしている。

５．事業の趣旨・目的

○雇用の場における意識改革と女性活躍推進のための具体的な取組の促進を図る。
○子育てのために離職した女性の再就職への動機づけとリカレント教育への誘導を図る。
○女性の理工系分野への理解と親しみを深める取組を早期に行い、理工系分野における女性活躍の気運醸成と人材育成を図る。
○県の男女共同参画社会づくりの総合拠点である男女共同参画センターの機能強化を図る。

３．女性活躍推進法に基づく
　　推進計画策定時期
　　 （策定予定時期）

６．事業目標・重要業績評価
指標（ＫＰＩ）　（全体）
（※女性活躍推進法に基づく
推進計画や男女共同参画計
画などの数値目標を活用しつ
つ、客観的な数値等による事
業目標・ＫＰＩを設定してくださ
い。）⇒要件②「見える化」
（※複数の目標・ＫＰＩを設定
する場合は、適宜、行を追加
してください。）

【第５次長野県男女共同参画
計画（女性活躍推進計画）策
定中のため、参考として第４次
計画の目標値等を記載】

現状値（時点）



15.0％ （R2） 9.9％ （H30）

300社 （R2） 67社 （R2.12）

上位 （R2） 23位 （H29.4）

15.0％ （R2）

77市町村 （R2） 37市町村 （R2.4）

77市町村 （R2）

設置の有無 有
設置（公表）時
期 H28.５

※連携体制が、
法に基づく協議
会の場合「○」
を選択

○

注）本様式はＡ４で３枚以内としてください。

③事業目標（全体）
女性活躍推進事業主行動計画策
定事業所数（アウトカム）

25歳から44歳までの育児中の女
性有業率全国順位（アウトカム）

10．事業の実施体制
⇒要件③「官民連携・地域連
携」

連携体制の名称 長野県女性活躍推進会議

女性活躍推進法に基づく協議会の設置状況

７．事業内容

①女性活躍推進セミナー【継続】
　長野県女性活躍推進会議と連携・協働し、県内企業の経営層を対象に、女性活躍の取組（女性の職域拡大等）や働き方改革に関して
企業が取り組むメリットについて情報提供等を行うセミナーを開催する。

②ママのいきいき仕事塾【新規】
　女性創業者やキャリアチェンジした女性等の体験談と学び直しに関する制度について聞くことのできる講座を開催する。

③理工系分野における女性活躍の推進【新規】
　女子中高生向けのワークショップ及びキャンパス見学会を実施し、女子学生との対話や体験授業等を通じて、理工系分野への理解、親
しみを深める取組を実施する。

④長野県男女共同参画センター講座等オンライン化【新規】
　男女共同参画センターが行う講座をオンライン化し、時間や場所に捉われない受講が可能になることを通じ、男女共同参画社会づくりや
女性活躍推進に関する普及・啓発機能の強化を行う。

８．事業の実施により
　　期待される効果

○雇用の場における女性活躍の気運醸成、女性の継続就業のための制度等の充実
○就業や学び直しに対する意欲の高まり、人手不足分野への就職率の増加
○理工系分野における女性活躍の気運醸成、人材育成
○男女共同参画社会づくりや女性活躍推進に関する普及・啓発対象者の裾野の拡大

９．事業効果の検証及び
　　今後の課題の整理方法

○長野県女性活躍推進会議等での意見交換、事業参加者及び講座受講者へのアンケート調査、事業目標の達成状況等を基に事業効
果を検証する。
○検証の結果明らかになった課題については、長野県女性活躍推進会議において会議体として取り組むべき内容と構成団体で取り組む
内容等に整理し、次年度以降の課題解決に向けた具体的な取組に繋げる。

構成団体

各構成団体の主な連
携内容

他の地方公共団体と
の連携

長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、日本労働
組合総連合会長野県連合会、長野県農業協同組合中央会、長野県森林組合連合会、長野県建設産業団体連合
会、高等教育コンソーシアム信州、長野県私立短期大学協会、長野県男共同参画推進県民会議、長野県連合婦
人会、長野県市長会、長野県町村会、長野県教育委員会、長野労働局、長野県

○女性活躍推進セミナーの共催（企画・運営）
○その他の事業に関する傘下の企業・団体等への周知
○女性活躍推進をめぐる課題の洗い出し及び課題解決の取組の実施

○長野県市長会及び町村会を通じた協力・参加要請
○県内市町村との連携：講座等の共催、男女共同参画センターが実施する講座のパブリックビューイングの実施等

１４．経費の内訳 様式２－１－２に記載

12．担当者名及び連絡先

11．女性活躍推進法に基づく
国の「女性活躍推進に向けた
公共調達及び補助金の活用
に関する取組指針」に準じた
公共調達における取組

① 実施済　　② 令和　　年　　月から実施予定　　③ 検討中　　④ 実施予定なし
※ いずれかにマルをつけてください。

　女性活躍推進法第24条に基づく取組として、入札参加資格（物件の買入れ等）の審査に中小企業の事業主行動計画策定についての加
点評価を導入している。なお、従来から入札参加資格審査に育児休業取得実績やワーク・ライフ・バランス等に関する長野県独自の登録
制度等の取組についての加点評価を実施しているほか、建設工事等の入札参加資格審査には、女性技術者の雇用についての評価も実
施している。

長野県県民文化部人権・男女共同参画課男女共同参画係 電話：026-235-7102
e-mail：jinken-
danjo@pref.nagano.lg.jp

１３．事業実施及び連携工程 様式２－１－１に記載⇒要件④「政策連携」

６．事業目標・重要業績評価
指標（ＫＰＩ）　（全体）
（※女性活躍推進法に基づく
推進計画や男女共同参画計
画などの数値目標を活用しつ
つ、客観的な数値等による事
業目標・ＫＰＩを設定してくださ
い。）⇒要件②「見える化」
（※複数の目標・ＫＰＩを設定
する場合は、適宜、行を追加
してください。）

【第５次長野県男女共同参画
計画（女性活躍推進計画）策
定中のため、参考として第４次
計画の目標値等を記載】

企業の課長相当職以上に占める
女性の割合（アウトカム）

企業の課長相当職以上に占める
女性の割合（アウトカム）

女性の活躍に関する推進計画を
策定している市町村（アウトカム）

⑤市町村の取組状況に関する目標
女性の活躍に関する推進計画を
策定している市町村（アウトカム）

④事業ＫＰＩ（全体）

⑥市町村の取組状況に関するＫＰＩ



様式２－１－３

①

（１）事業目標

80% （R3） - （-）

（２）事業ＫＰＩ

15% （R3）

・経済団体、関
係団体など官
民連携の考え
方及び具体的
な連携主体・連
携方法⇒要件
③「官民連携」

・連携地方公
共団体及び具
体的な連携方
法⇒要件③
「地域連携」

・交付金事業
間連携、他施
策との連携⇒
要件④「政策
連携」

注１）「３．事業費」については、別途、単価、員数、日数等が分かる積算資料を添付してください。

注２）本様式はＡ４で２枚以内としてください。また、適宜参考となる資料を添付してください。

５．個別事業の事業内容

　平成30年度長野県女性雇用環境等実態調査によれば、県内企業の管理職に占める女性の割合
は、医療・福祉（50.9％）以外の業種では３割以下となっている。また、企業等の管理職への女性登用
が少ない理由として、45.9％が「従業員に占める女性の割合が低い」、44.8％が「必要な知識や経験、
判断力を有する女性がいない」、19.6％が「女性本人が管理職になることを希望しない」を挙げている。
　本県では、これまで、本交付金を活用しながら、雇用の場において女性が自らの能力や経験を最大
限に発揮できる社会の実現のため、国、県、経済団体、労働団体、職域団体、教育機関等で構成する
「長野県女性活躍推進会議」と連携し、経営トップ等を対象とした女性活躍推進セミナーの開催等の取
組を行ってきた。女性活躍推進を含むダイバーシティ経営の重要性は次第に浸透しているが、企業に
おける女性のキャリア形成に向けた仕事と子育て等の家庭生活の両立ができる環境整備やポジティブ
アクションを企業の経営層のリーダーシップの下、一層進める必要があることから、令和３年度において
は、次のセミナーを開催する。（１会場、１回）

○趣旨
　企業における意識改革を進め、女性活躍推進のための具体的な取組の促進を図る。

○概要
　実施主体：長野県、長野県女性活躍推進会議
　対象：県内企業の経営層
　内容：女性活躍の取組（女性の職域拡大等）や働き方改革に関して企業が取り組むメリットについて
　　　　情報提供を行う。（基調講演、パネルディスカッション、ベストプラクティスの紹介等）

　長野県女性活躍推進会議（※）に実行委員会を設置し、セミナーの企画・運営を行
う。また、同推進会議の構成団体は、傘下の企業・団体等に対してセミナーの周知を
行い、参加促進を図る。

（※）長野県女性活躍推進会議 構成団体：
長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、長野県商工会議所連合会、長野
県商工会連合会、日本労働組合総連合会長野県連合会、長野県農業協同組合中央
会、長野県森林組合連合会、長野県建設産業団体連合会、高等教育コンソーシアム
信州、長野県私立短期大学協会、長野県男共同参画推進県民会議、長野県連合婦
人会、長野県市長会、長野県町村会、長野県教育委員会、長野労働局、長野県

　長野県市長会及び町村会を通じてセミナーを周知し、企業等の参加促進を図る。

　長野労働局と連携し、国が推進する「えるぼし認定」制度の周知や、女性活躍推進
事業主行動計画の策定促進を行う。
　また、長野県連合婦人会と連携して「イクボス・温かボス（あったかボス）宣言」の取組
事例の紹介等を行い、同宣言の普及と働き方改革の促進を図る。

３．事業費 501,000　円

４．個別事業の事業目
標
（※客観的なデータ等
に基づき、事業目標・Ｋ
ＰＩを設定してください。）
⇒要件②「見える化」
（※過去に関連する事
業を実施している場合
は、過去に設定した目
標・ＫＰＩを踏まえた目
標・ＫＰＩを設定してくだ
さい。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

セミナー受講者の満足度
（アウトプット）

企業の課長相当職以上に
占める女性の割合（アウトカ
ム）

２．実施期間 令和３年４月１日　～　令和４年３月31日

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（都道府県分）

都道府県名：長野県　　　　　　　　　　

事業番号

１．個別事業名 女性活躍推進セミナー



様式２－１－３

②

（１）事業目標

200名 （R3） － （－）

（２）事業ＫＰＩ

上位 （R4）

・経済団体、関
係団体など官
民連携の考え
方及び具体的
な連携主体・連
携方法⇒要件
③「官民連携」

・連携地方公
共団体及び具
体的な連携方
法⇒要件③
「地域連携」

・交付金事業
間連携、他施
策との連携⇒
要件④「政策
連携」

注１）「３．事業費」については、別途、単価、員数、日数等が分かる積算資料を添付してください。

注２）本様式はＡ４で２枚以内としてください。また、適宜参考となる資料を添付してください。

２．実施期間 令和３年４月１日　～　令和４年３月31日

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（都道府県分）

都道府県名：長野県　　　　　　　　　　

事業番号

１．個別事業名 ママのいきいき仕事塾

３．事業費 665,000円

４．個別事業の事業目
標
（※客観的なデータ等
に基づき、事業目標・Ｋ
ＰＩを設定してください。）
⇒要件②「見える化」
（※過去に関連する事
業を実施している場合
は、過去に設定した目
標・ＫＰＩを踏まえた目
標・ＫＰＩを設定してくだ
さい。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

講座受講者数（アウトプット）

25歳から44歳までの育児中
の女性有業率全国順位

５．個別事業の事業内容

　平成27年厚生労働省労働者アンケートによると、出産・育児を機に離職した９割以上は離職した時に
再就職の意向を有していた一方で、再就職の際に自分のキャリアや能力を活かすことに対しては、「や
や難しいと思っていた」と回答した割合が最も多い。また、再就職の求職活動中に利用したかった支援
として、「就業に備えた職業訓練等」という回答は8.7％であった。本アンケート結果によれば、出産・育
児を機に離職した女性の多くが、自分のキャリア等を再就職に活かすことが難しく、再就職に対して不
安を感じており、再就職の可能性を高めるための職業訓練等の制度の周知も不十分であるということが
できる。また、コロナ禍において、女性の「実質的失業者（「シフト５割以上減」かつ「休業手当なし」）」が
推計で90万人にのぼり、完全失業者と合算すると162万人にも及んでいる。パート・アルバイト女性の４
人に１人がコロナの影響でシフトが減少していると言われ、女性に対する再就職や正社員での就業に
向けた支援が、これまで以上に必要となっている。
　これらのことを踏まえ、主に出産や育児を理由に離職した女性等を対象に、以下の内容に関する講
座を実施する。（ものづくりフェアやママまつり等子連れで参加可能なイベントとの共同開催：３回、はた
らく女性応援プロジェクト事業及びハローワーク・市町村との共同開催：14回）

（１）再就職等をした女性の体験談
　実際に再就職した女性の体験談を聞くことで、再就職に向けた不安を少しでも解消してもらい、自身
の再就職に活かしてもらう。
　
（２）「職業訓練制度」の紹介
　就業前に活用できる制度として「職業訓練」について紹介し、広く周知する。

　県内各地域のママによる任意団体や商工会議所等が開催するイベント等と連携し、
講座の開催や制度の周知等を行う。

　女性やママに対する取り組みを独自に行っている市町村やハローワークと共催で講
座を開催する。

　はたらく女性の応援プロジェクトと協力し、育児でブランクのある女性等に対して就業
前の学び直しの制度（職業訓練）について紹介。また、事業の周知についても連携を
図る。



様式２－１－３

③

（１）事業目標

80% （R3） - （  -　）

（２）事業ＫＰＩ

5% （R6）

・経済団体、関
係団体など官
民連携の考え
方及び具体的
な連携主体・連
携方法⇒要件
③「官民連携」

・連携地方公
共団体及び具
体的な連携方
法⇒要件③
「地域連携」

・交付金事業
間連携、他施
策との連携⇒
要件④「政策
連携」

注１）「３．事業費」については、別途、単価、員数、日数等が分かる積算資料を添付してください。

注２）本様式はＡ４で２枚以内としてください。また、適宜参考となる資料を添付してください。

５．個別事業の事業内容

　長野県では、15歳以上の就業者について産業大分類別の割合をみると「製造業」が最も多い。これを
男女別でみると、男性は「製造業」が最も多いが、女性は「医療・福祉」が最も多く、「製造業」の割合は
男性と比べると10ポイント程度低い。（平成27年国勢調査）
　県内の基幹産業である製造業に就いている女性の割合が男性に比べて低いことは、理工系分野に
おける女性活躍推進が進んでいないことを示している。その要因の一つとして、女子中高生の身近に
理工系の専門知識を持つ女性のロールモデルが少なく、進路選択時に将来像がつかみにくいことが
考えられる。中高生の理解を深める取組を展開し、理工系分野での女性活躍や人材育成を進める必
要がある。
　これらを踏まえ、以下の取組を実施する。

（１）女子中高生向けのワークショップの開催（４回）
　県内の理工系高等教育機関等が連携して女子大学生と女子中高生とのワークショップを開催し、理
工系の魅力を発信する。

（２）キャンパス見学会の実施（２回）
　県内の理工系高等教育機関等に高校生を招待し、キャンパス見学会（学生との交流、体験授業等）
を実施し、理工系の魅力を発信する。

　（公財）上伊那産業振興会、上伊那広域連合と連携し、企画、運営を行う（製造業で
活躍している女性の情報発信や管内中高校への働きかけ等）。

　上伊那広域圏の市町村で独自に女性活躍推進事業を展開しており、それらと連携
して女子中高生を持つ親などに対する働きかけを実施。
　県の工業をはじめとする様々な教育機関が協力して、今後女性が活躍する場を醸成
する。

　キャンパス見学会参加者に対してワークショップへの参加を促す。
　これら事業に参加した者に対して理工系の進路選択をすすめ、産業人材育成の施
策に結び付ける。

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（都道府県分）

都道府県名：長野県　　　　　　　　　　

１．個別事業名 理工系分野への女性活躍の推進

２．実施期間 令和３年４月１日　～　令和４年３月31日

事業番号

３．事業費 　1,800,000　円

４．個別事業の事業目
標
（※客観的なデータ等
に基づき、事業目標・Ｋ
ＰＩを設定してください。）
⇒要件②「見える化」
（※過去に関連する事
業を実施している場合
は、過去に設定した目
標・ＫＰＩを踏まえた目
標・ＫＰＩを設定してくだ
さい。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

ワークショップ、見学会参加
者の満足度（アウトプット）

県南信工科短期大学校の
入学者に占める女性の割
合（アウトカム）



様式２－１－３

④

（１）事業目標

83% （R3） 78.1% （R2）

（２）事業ＫＰＩ

－ （－）

・経済団体、関
係団体など官
民連携の考え
方及び具体的
な連携主体・連
携方法⇒要件
③「官民連携」

・連携地方公共
団体及び具体
的な連携方法
⇒要件③「地
域連携」

・交付金事業間
連携、他施策と
の連携⇒要件
④「政策連携」

注１）「３．事業費」については、別途、単価、員数、日数等が分かる積算資料を添付してください。

注２）本様式はＡ４で２枚以内としてください。また、適宜参考となる資料を添付してください。

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（都道府県分）

都道府県名：長野県　　　　

１．個別事業名 長野県男女共同参画センター講座等のオンライン化

２．実施期間 令和３年４月１日　～　令和４年３月31日

事業番号

３．事業費 1,230,000　円

５．個別事業の事業内容

　長野県男女共同参画センターについては、第５次長野県男女共同参画計画（女性活躍推進計画）を
推進する中核的な存在として、これまでに増して、県民のニーズを的確に捉え、様々な世代の県民に浸
透する、時宜にかなった啓発・発信を行うことが求められている。令和３年度においては、男女共同参画
センターが行う講座をオンライン化し、時間や場所に捉われない受講が可能になることを通じ、男女共
同参画社会づくりや女性活躍推進に関する普及・啓発機能の強化を行う。

○実施内容
　・必要な機器類の調達
　・オンラインによる講座等（※）の実施：10回程度
　・オンデマンド配信による講座等（※）の実施：５回程度

（※）男女共同参画センターが実施する講座等：
女性のエンパワーメント講座、ワーク・ライフ・バランス講座、男女共同参画促進講座、市町村担当者向
け研修等

　長野県女性活躍推進会議の構成団体を通じ、傘下の企業・団体等に対して講座等
の周知を行い、参加促進を図る。

　講座等の実施にあたり、県内市町村との共催や、市町村の協力を仰ぎパブリック
ビューイング会場の設置等を行う。

　広報関係の専門家や県内外の有識者等から構成される事業企画委員会を設置し、
講座等の内容やオンライン方式の運用方法等について専門的な助言を受ける。

４．個別事業の事業目
標
（※客観的なデータ等に
基づき、事業目標・ＫＰＩ
を設定してください。）⇒
要件②「見える化」
（※過去に関連する事
業を実施している場合
は、過去に設定した目
標・ＫＰＩを踏まえた目
標・ＫＰＩを設定してくだ
さい。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

講座等受講者の満足度（ア
ウトプット）

－


