
 

1 

 

令和４年度 男女共同参画社会づくりの促進に関する施策の実施状況      

 

 

 

重点目標１ 政治・経済分野等の方針決定過程への女性の参画拡大 

事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 
担当課（室） 

R４ R３ 

女性活躍推進セミナー

事業 

働く女性のキャリア形成に向けたポジティブア

クションの促進、女性リーダーのネットワーク

づくり、男女が共に働き続けることができる職

場環境づくり等について、経済団体、労働団

体、職域団体、国、県が連携して取り組む 

1,147 501 人権・男女共同

参画課 

女性の管理職登用促進

のための調査研究事業 

県内企業において女性活躍の取組が進まない要

因や支援のニーズを把握・分析し、中長期的に

取り組む施策の基礎資料とする。 

3,139 － 人権・男女共同

参画課 

県職員採用試験におけ

る女性受験者の増加に

向けた広報活動の実施 

県職員の仕事に興味・関心のある女性に向け

て、就職ガイダンスや説明会等において、ワー

クライフバランスの制度の説明や個別相談会等

を実施 

－ － 人事委員会事務

局 

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県組織の

職場環境を整備 

－ － 職員キャリア開

発課 

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

についての研修実施 

－ － 義務教育課、高

校教育課、特別

支援教育課、学

びの改革支援課 

市町村男女共同参画推

進支援事業 

市町村における男女共同参画計画及び女性活躍

推進計画の策定に対し、助言や手引きの提供等

の支援を実施 

－ 337 人権・男女共同

参画課 

多様な働き方普及促進

事業（選ばれる職場づ

くり推進事業） 

企業に対して多様な働き方制度や良質なテレワ

ークの導入、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。企業の課題・ニーズに合わせた

伴走型支援等により採用力向上を支援。 

81,013 31,860 労働雇用課 

男女共同参画センター 

講座・啓発事業（県民

向け講座） 

性別に関わりなく、誰もが充実した暮らしを送

れるよう、働き方や慣行等の見直しのきっかけ

となる講座・セミナーの開催 

8,682 9,977 人権・男女共同

参画課 

テーマⅠ あらゆる分野における女性の参画拡大・性別による偏りの解消 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 
担当課（室） 

R４ R３ 

はたらく女性応援プロ

ジェクト事業 

子育て中の女性等に対する就業相談、セミナ

ー、インターンシップ等による再就職支援及び

県内企業の従業員を対象とした就業継続支援セ

ミナーの開催 

34,088 33,977 労働雇用課 

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を推進 

－ － 人権・男女共同

参画課、コンプ

ライアンス・行

政経営課 

男女共同参画センター 

講座・啓発事業（市町

村職員支援研修） 

男女共同参画推進の行政担当者及び女性相談担

当者を対象に研修を実施 

8,682 9,977 人権・男女共同

参画課 

ＰＴＡ指導者研修事業 ＰＴＡ指導者を対象に、ＰＴＡ活動のあり方な

どについての研修会を実施 

173 173 文化財・生涯学

習課 

防災・復興における男

女共同参画推進事業 

市町村の男女共同参画担当及び危機管理担当部

局の職員向けに防災・復興ガイドライン等に関

する研修会の実施及び地域の自主防災アドバイ

ザーを対象にした研修会を危機管理部と共催に

より実施 

424 － 人権・男女共同

参画課 

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 

働く女性のキャリア形

成支援事業補助金 

女性活躍推進の取組を加速化させるため、県内

中小事業者が雇用する女性労働者のキャリア形

成に関する研修への参加費用を一部補助 

300 300 人権・男女共同

参画課 

若手後継者等育成事業

費 

県商工会連合会及び商工会議所が支援する将来

の商工団体の活動の担い手となる青年部・女性

部の自主的な活動に対し、補助 

13,380 12,880 産業政策課 

農業リーダー育成事業

（農村生活マイスター

認定事業） 

豊かな農家・農村社会の発展を目指し、地域の

実践的リーダーとして活動するため、５回の事

前研修を受講後農村生活マイスターとして認定 

104 160 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） 

地域農業の活性化及び農地等の保全のため、地

域の営農活動が農村集落社会での重要な役割を

担うリーダーを育成するため、研修会やつどい

を開催する 

  

4,130 3,020 農村振興課 

NAGANO 農業女子ス

テップアップ支援事業 

信州農業の魅力発信や就農。移住促進に向けた

取組を行うとともに、若手女性農業者の経営者

2,216 1,216 農村振興課 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 
担当課（室） 

R４ R３ 

としての成長を支援するため、課題解決に向け

た企画実践活動への支援及びスキルを高めるた

めのセミナーを開催する 

 

 

重点目標２ 雇用等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 

事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

多様な働き方普及促進

事業（長野県就業促

進・働き方改革戦略会

議運営事業） 

産学官労が連携して、検討・立案した就業促

進・働き方改革促進方策に基づく施策の実施状

況の共有等 

3,785 3,749 労働雇用課 

【再掲】多様な働き方

普及促進事業（選ばれ

る職場づくり推進事

業） 

企業に対して多様な働き方制度や良質なテレワ

ークの導入、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。企業の課題・ニーズに合わせた

伴走型支援等により採用力向上を支援。 

81,013 31,860 労働雇用課 

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 

2,694 2,604 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 

建設現場への週休２日

導入及び女性活躍応援

事業 

企業局発注の電気・水道事業関連工事における

週休２日確保のため、適切な工期設定及び経費

を計上する。また、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仕様書

に記載するとともに、その実施状況に応じて費

用を計上する。 

－ － 電気事業課、水

道事業課 

企業内 IT 人材育成講習

事業 

企業内 IT 人材の能力開発を図るための講習を

実施し、企業の IT 活用促進や製品開発・研究

開発等を人材育成面から支援 

  

3,000 3,000 産業人材育成課 

ICT 産業立地助成金 本県における情報サービス業等の立地を促進

し、地域経済の発展を図るため、県内に事業所

を新設した場合に、予算の範囲内において助成

金を交付 

174,900 90,100 産業立地・IT 振

興課 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

【再掲】女性活躍推進

セミナー事業 

働く女性のキャリア形成に向けたポジティブア

クションの促進、女性リーダーのネットワーク

づくり、男女が共に働き続けることができる職

場環境づくり等について、経済団体、労働団

体、職域団体、国、県が連携して取り組む 

1,147 501 人権・男女共同

参画課 

【再掲】市町村男女共

同参画推進支援事業 

市町村における男女共同参画計画及び女性活躍

推進計画の策定に対し、助言や手引きの提供等

の支援を実施 

－ 337 人権・男女共同

参画課 

【再掲】男女共同参画

センター 講座・啓発

事業（県民向け講座） 

性別に関わりなく、誰もが充実した暮らしを送

れるよう、働き方や慣行等の見直しのきっかけ

となる講座・セミナーの開催 

8,682 9,977 人権・男女共同

参画課 

【再掲】男女共同参画

センター 講座・啓発

事業（市町村職員支援

研修） 

男女共同参画推進の行政担当者及び女性相談担

当者を対象に研修を実施 

8,682 9,977 人権・男女共同

参画課 

子ども・子育て応援事

業 

各分野の連携・協働による、安心して子どもを

産み育てられる環境づくりの検討と推進 

5,435 26,386 次世代サポート

課 

子ども・子育て支援事

業（病児・病後児保育

事業） 

病児・病後児保育の実施への補助 95,133 89,591 こども・家庭課 

子ども・子育て支援事

業（延長保育事業） 

延長保育の実施への補助 98,454 94,397 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 

26,446 28,058 こども・家庭課 

地域型保育事業設置促

進事業 

新たに地域型保育事業を開設するために必要な

施設整備に係る経費について補助を行う 

4,000 24,247 こども・家庭課 

児童館等施設整備事業 児童館・児童センター、児童クラブ室の整備に

対し補助 

41,953 96,669 こども・家庭課 

地域子ども・子育て支

援事業（放課後児童健

全育成事業） 

放課後児童クラブの運営経費を補助 931,581 825,060 こども・家庭課 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

子育て支援総合助成金

交付事業 

低年齢児保育に係る職員加配や認可外保育施設

の整備・運営、保育所等に預けず家庭で保育し

ている保護者がレスパイト等のために一時預か

り事業等を利用する際の利用料に係る経費を補

助 

58,119 66,226 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 402,705 403,277 私学振興課 

施設型給付費（私立幼

稚園等運営費） 

子ども・子育て支援法に基づき、市町村が私立

幼稚園等へ交付する経費の一部を負担 

1,219,769 928,492 私学振興課 

施設等利用給付費（私

立幼稚園） 

子ども・子育て支援法に基づき、市町村が支給

した私立幼稚園の利用に要する費用の一部を負

担 

402,818 489,523 私学振興課 

私立幼稚園教育振興費

補助金 

私立幼稚園等が実施する子育て支援活動や預か

り保育等の活動に対し助成 

1,431,459 1,506,926 私学振興課 

【再掲】はたらく女性

応援プロジェクト事業 

子育て中の女性等に対する就業相談、セミナ

ー、インターンシップ等による再就職支援及び

県内企業の従業員を対象とした就業継続支援セ

ミナーの開催 

34,088 33,977 労働雇用課 

就職困難者のための就

職サポート事業 

就職が困難な子育て中の女性、母子家庭の母等

に対して求人開拓員が開拓した就職先をあっせ

ん 

19,490 19,550 労働雇用課 

民間活用委託訓練事業 求職者を対象に、再就職に必要な知識・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 

575,549 620,758 産業人材育成課 

ママのいきいき仕事塾 子育てによる離職者等をターゲットに、学び直

しの動機付けやリカレント教育の場を周知する

ための講座等を開催 

581 665 産業人材育成課 

学校における働き方改

革推進事業 

教員が担うべき業務の明確化、学校以外の人材

との分教化、協業化を通じた長時間勤務の縮減 

321 321 義務教育課 

教員の長時間労働解消 時間外勤務時間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 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

女性教員の職場復帰支

援 

産前産後休暇や育児休業中の研修機会や情報提

供の充実 

－ － 義務教育課、高

校教育課、特別

支援教育課、学

びの改革支援課 

長野県アスリート就職

支援事業 

競技団体と連携し、県内就職を希望するアスリ

ートを調査し把握するとともに、就職希望者と

県内企業との間に入り、就職支援を実施 

50 100 スポーツ課 

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 

37,664 40,864 スポーツ課、学

びの改革支援課 

高等学校における部活

動指導員任用事業 

高等学校における部活動指導体制の充実と教員

の負担軽減のため、部活動指導員を配置 

1,900 1,900 スポーツ課 

放課後等体験・学習支

援事業 

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、学習支援を必要とす

る小・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 

18,745 20,245 文化財・生涯学

習課 

介護研修事業 多様化する介護ニーズに対応するため、介護従

事者に対して、介護に関する知識・技術の普及

に係る研修事業を実施 

15,403 16,260 介護支援課 

生活支援・介護予防推

進サポート事業 

住民等の多様な主体が参画し、多様なサービス

を充実することにより、地域の支えあい体制を

推進し、要支援者等に対する介護予防サービス

等の効果的かつ効率的な支援を行うため、研修

の実施、通いの場の立ち上げ支援等を実施 

10,707 11,063 介護支援課 

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 

  

92,587 100,580 医師・看護人材

確保対策課 

医療従事者が働きやす

い環境整備推進事業 

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 

2,000 2,000 医師・看護人材

確保対策課 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

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 

6,397 6,397 医師・看護人材

確保対策課 

地域医療勤務環境改善

体制整備事業 

医療機関の「勤務医の負担軽減及び処遇改善に

資する計画」に基づく、医師の離職防止策を支

援 

64,067 297,754 医師・看護人材

確保対策課 

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・復職支援や

相談窓口の設置など、総合的な支援を実施 

789 789 医師・看護人材

確保対策課 

信州医師確保総合支援

センター事業 

地域医療を担う医師のキャリア形成を支援 31,043 33,879 医師・看護人材

確保対策課 

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

結婚や出産で離職することの多い女性）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 

1,734 1,855 薬事管理課 

信州農業６次産業化推

進事業 

６次産業化に取り組む農業者等の経営改善に向

け、信州６次産業化協議会や専門家等と連携し

て経営改善戦略の策定・実行への支援等を実施 

121,521 115,021 農産物マーケテ

ィング室 

スマート林業構築普及

事業 

林業事業体等に対し、スマート林業技術の導入

支援と、ICT 技術を利活用するための人材育成

を実施 

15,500 15,500 信州の木活用課 

スタートアップ支援事

業 

次世代産業の創出を目的とした創業支援拠点

「信州スタートアップステーション」におい

て、先輩女性起業家等を講師とするセミナーを

開催することで、女性の起業・創業に関する意

識醸成を行う。 

40,870 35,701 経営・創業支援

課 

 

 

 

重点目標３ あらゆる暴力の根絶と生涯を通じた健康支援 

事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

女性相談センター運営

事業 

女性の各般にわたる諸問題の相談、指導助言、

各種支援制度の案内等を実施 

1,826 2,805 児童相談・養育

支援室 

テーマⅡ 安全・安心なくらしの実現 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

（児童虐待・ＤＶ防止

ネットワーク会議開催

等、関係機関・団体等

相互の問題意識の共

有、連携強化） 

（１）児童虐待やＤＶの防止及び被害者支援に

ついて、関係機関・団体等相互の問題意識の共

有、連携強化を図るため、「児童虐待・ＤＶ防

止対策連絡協議会」及び各分会、圏域ごとの

「児童虐待・ＤＶ防止ネットワーク会議」を開

催 

（２）児童虐待、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 

84 84 児童相談・養育

支援室 

子どもの性被害予防関

係事業 

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 

9,845 10,431 次世代サポート

課 

男女共同参画センター 

講座・啓発事業（デー

ト DV 講座） 

デートＤＶについての中・高校、大学等の生徒

や教員向けの講座や、県民向けの女性に対する

暴力防止講座を実施 

662 4,825 人権・男女共同

参画課 

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」を希

望する小中学校、高校及び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 

3,606 3,754 心の支援課、保

健厚生課 

更生保護支援事業 (1) 更生保護活動を行っている団体の活動経費

の補助 

(2) 保護観察中の少年（18 歳以上）を県機関で

雇用 

(3) 地域生活定着支援センターを設置し、高齢

又は障がいにより福祉的支援を必要とし、

かつ帰住予定地が確保できない刑務所等矯

正施設出所予定者又は刑事司法手続きの入

口段階にある被疑者・被告人等の、出所・

釈放等後の社会復帰及び地域生活を支援 

35,880 36,148 地域福祉課 

生活安全対策事業 性犯罪、ストーカー等の犯罪に対する取締りの

徹底等 

1,718 1,718 警察本部 

性犯罪被害者に対する

相談・支援 

担当職員の研修の実施（性犯罪捜査研修会、女

性警察官捜査講習会、性犯罪捜査専科） 

－ － 警察本部 

性犯罪被害者に対する

相談・支援 

(1) ｢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 

(2) 診断書料等の公費支出制度の運用など、被

害者の精神的、経済的負担の軽減措置 

1,320 1,432 警察本部 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

男女共同参画センター 

相談事業 

男女共同参画相談員による電話・面接相談、女

性弁護士による法律相談、専門家によるカウン

セリング、男性による男性相談を実施 

7,320 7,365 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 

性暴力被害者のため、被害直後から総合的な支

援を可能な限り一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。 

22,200 22,200 人権・男女共同

参画課 

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

取組を県民一体で推進 

33,881 39,344 健康増進課 

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 

2,642 2,645 薬事管理課 

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 

195,556 192,687 保健・疾病対策

課 

不妊に悩む方への特定

治療支援事業 

特定不妊治療（R３年度中に開始し R４年度中

に終了する体外受精、顕微授精）に要する費用

の一部助成、不妊治療等に関する特設 Web サ

イト「妊活ながの」の運用 

177,176 730,126 保健・疾病対策

課 

不妊・不育専門相談セ

ンター事業 

不妊・不育症に悩む方に対する不妊・不育専門

相談員等による相談（電話、面接、メール） 

3,391 2,096 保健・疾病対策

課 

思春期相談事業 思春期の性に関する悩み等に対する相談及び思

春期セミナーによる知識の普及 

185 257 保健・疾病対策

課 

女性活き活き健康相談 女性の生涯を通じた健康を支え守るため、保健

福祉事務所において健康に関する一般相談を実

施 

－ － 保健・疾病対策

課 

たばこ対策推進事業 喫煙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、禁煙支援体制の整備、受

動喫煙防止対策を推進 

796 1,815 健康増進課 

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 

5,309 6,568 感染症対策課 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

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 

336,000 336,000 医師・看護人材

確保対策課 

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、県外在住の医師等に

対して研究資金を貸与 

9,000 15,000 医師・看護人材

確保対策課 

信州母子保健推進セン

ター事業 

市町村との協働、専門機関との連携等により、

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体

制を構築 

4,759 5,387 保健・疾病対策

課 

周産期医療対策事業 周産期医療機関の連携による、母体・新生児の

転院搬送体制の確保を図る 

372 372 保健・疾病対策

課 

周産期母子医療センタ

ー運営事業 

周産期母子医療センター10 病院へ運営費を補

助し、周産期医療体制の維持を図る 

189,489 180,755 保健・疾病対策

課 

小児救急電話相談 

（♯8000） 

夜間の小児の急病等について、看護師や助産師

による電話相談 

12,270 13,466 保健・疾病対策

課 

人権啓発センター事業 人権尊重の理念についての理解を広めるととも

に、法律上で保障された権利や、権利の侵害を

受けた場合の対応等について、正しい知識の普

及を図るとともに、相談体制の充実及び周知を

図る 

13,706 13,706 人権・男女共同

参画課 

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 

446 446 心の支援課 

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 

460 460 心の支援課 

子ども安全対策事業 スクールサポーター等による子供の性被害防止

のための情報モラル教育及び保護者に対する啓

発活動の実施 

25,105 25,957 警察本部 

【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 

2,694 2,604 労働雇用課 

【再掲】多様な働き方

普及促進事業（選ばれ

る職場づくり推進事

業） 

企業に対して多様な働き方制度や良質なテレワ

ークの導入、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。企業の課題・ニーズに合わせた

伴走型支援等により採用力向上を支援。 

81,013 31,860 労働雇用課 

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充実、相談体制の整備

等の推進 

－ － 義務教育課、高

校教育課、特別

支援教育課 
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重点目標４ 困難な状況に置かれている者への支援と多様性の尊重 

事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

コロナ禍において不

安・困難を抱える女性

に対する緊急支援事業 

コロナ禍において不安や困難を抱える女性に対

し、こども食堂を運営する NPO 法人の取組を

活用した女性相談窓口の設置 

4,508 － 人権・男女共同

参画課 

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。 

244,922 228,483 地域福祉課 

予期せぬ妊娠に悩む妊

婦等支援事業 

乳児院が、産科医療機関、市町村等の関係機関

と連携して、予期せぬ妊娠に悩む妊婦等への支

援を提供する体制を構築 

6,813 7,251 児童相談・養育

支援室 

【再掲】就職困難者の

ための就職サポート事

業 

就職が困難な子育て中の女性、母子家庭の母等

に対して求人開拓員が開拓した就職先をあっせ

ん 

19,490 19,550 労働雇用課 

【再掲】はたらく女性

応援プロジェクト事業 

子育て中の女性等に対する就業相談、セミナ

ー、インターンシップ等による再就職支援及び

県内企業の従業員を対象とした就業継続支援セ

ミナーの開催 

34,088 33,977 労働雇用課 

緊急就業支援デスク強

化事業（Job サポ） 

新型コロナウイルス感染症の影響による失業者

と、人手不足分野とのマッチングや職業訓練の

提案など、失業者一人ひとりに寄り添った就労

支援 

77,989 119,127 労働雇用課 

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 

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 

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 

子育て世帯向けの県営

住宅リノベーション事

業 

県営住宅を子育て世帯が使いやすく、住みたく

なる、安心・安全な住宅になるよう、リノベー

ション（全面改修）を行うとともに、優先入居

を実施 

123,524 91,436 公営住宅室 

官民協働の子どもの居

場所づくり信州こども

カフェ運営支援事業 

学習支援、食事提供、悩み相談等の複数機能を

果たす子どもの居場所「信州こどもカフェ」の

普及拡大を図るため、「信州こどもカフェ」を

設置運営する団体等へ食料費等の運営に要する

経費の一部を補助 

9,430 7,110 次世代サポート

課 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

発達障がい者支援事業 発達障がい等により困難を有する方々の状況に

応じた支援機関との連絡調整や相談支援の実施 

74,203 77,694 次世代サポート

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 

7,246 5,810 こども・家庭課 

児童扶養手当給付事業 ひとり親家庭の生活の安定と児童福祉の増進を

図るため、低所得のひとり親に対し手当を支給 

1,143,423 1,254,418 こども・家庭課 

ひとり親家庭就業・自

立支援事業 

ひとり親を対象に、就業に有利な資格の取得支

援や就職等に関する相談を実施 

54,998 42,425 こども・家庭課 

子ども家庭支援ネット

ワーク普及促進事業 

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「子ども家庭支

援ネットワーク」の市町村への普及を促進 

499 499 児童相談・養育

支援室 

性的マイノリティ理解

促進・支援事業 

(1) 同性パートナーシップ制度の導入などによ

り、当事者の生活上の困難及び生きづらさ

の解消と理解促進を図る。 

(2) 上記のため必要な勉強会、研究会、職員の

研修等を行う。 

(3) 研修資料として、職員ガイドライン等を提

供。 

605 1,566 人権・男女共同

参画課 

【再掲】生活支援・介

護予防推進サポート事

業 

住民等の多様な主体が参画し、多様なサービス

を充実することにより、地域の支えあい体制を

推進し、要支援者等に対する介護予防サービス

等の効果的かつ効率的な支援を行うため、研修

の実施、通いの場の立ち上げ支援等を実施 

10,707 11,063 介護支援課 

福祉就労強化事業 障がい者の経済的自立を目指し、障がい者就労

施設における就労機会の創出・拡大とともに計

画的な工賃向上の取組を支援するため、地域連

携促進コーディネーターの設置や農業就労チャ

レンジ事業等を実施 

36,305 36,351 障がい者支援課 

福祉連携とＯＪＴによ

る障がい者の就労促進

事業 

職場実習の推進と支援機関の連携のためのコー

ディネートを行うことで、障がい者本人及び関

係機関がそれぞれの立場から就業に係る経験を

積むことにより、人材の流動性を高め障がい者

の一般就労の促進を図る。 

6,503 6,600 障がい者支援課 

信州あいサポート運動 障がいの有無にかかわらず共に生きる社会を目

指して、障がいのある方に対して手助けや配慮

を実践できるあいサポーター（支え手）の育成

3,483 3,572 障がい者支援課 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

研修、あいサポート企業・団体の認定や、ヘル

プマークの普及啓発を行う。 

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、人生二毛作社会の仕組みづくりを

推進 

44,865 45,532 健康増進課 

高齢者地域福祉推進事

業 

単位老人クラブ、市町村老人クラブ連合会等が

行う、社会参加活動や健康づくりの活動を支援 

38,345 41,448 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を補助 

74,497 74,577 健康増進課 

多文化共生相談センタ

ー設置事業 

県内の外国人に対し、生活に関する情報提供や

相談を 15 言語で行う 

17,258 17,824 多文化共生・パ

スポート室 

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、ポスターの巡

回展示や重点的に事業を行うことにより、多文

化共生の意識づくりを推進 

－ － 多文化共生・パ

スポート室 

 

 

 

重点目標５ 男女双方の意識改革・理解の促進 

事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

【再掲】市町村男女共

同参画推進支援事業 

市町村における男女共同参画計画及び女性活躍

推進計画の策定に対し、助言や手引きの提供等

の支援を実施 

－ 337 人権・男女共同

参画課 

【再掲】男女共同参画

センター 講座・啓発

事業（市町村職員支援

研修） 

男女共同参画推進の行政担当者及び女性相談担

当者を対象に研修を実施 

8,682 9,977 人権・男女共同

参画課 

【再掲】男女共同参画

センター 講座・啓発

事業（県民向け講座） 

性別に関わりなく、誰もが充実した暮らしを送

れるよう、働き方や慣行等の見直しのきっかけ

となる講座・セミナーの開催 

8,682 9,977 人権・男女共同

参画課 

テーマⅢ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

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 

1,907 2,001 文化財・生涯学

習課 

【再掲】人権啓発セン

ター事業 

人権尊重の理念についての理解を広めるととも

に、法律上で保障された権利や、権利の侵害を

受けた場合の対応等について、正しい知識の普

及を図るとともに、相談体制の充実及び周知を

図る 

13,706 13,706 人権・男女共同

参画課 

【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）を実施 

460 460 心の支援課 

【再掲】社会人権教育

リーダー研修会 

あらゆる人権問題の解決をめざし、指導者の資

質向上を図る 

446 446 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」を希

望する小中学校、高校及び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 

1,621 3,754 心の支援課 

【再掲】子ども安全対

策事業 

スクールサポーター等による子供の性被害防止

のための情報モラル教育及び保護者に対する啓

発活動の実施 

25,105 25,957 警察本部 

若者のライフスタイル

希望実現事業 

大学生に対し自身の結婚観や将来設計について

具体的に考える機会を提供 

927 1,460 次世代サポート

課 

【再掲】子ども・子育

て応援事業 

各分野の連携・協働による、安心して子どもを

産み育てられる環境づくりの検討と推進 

5,435 26,386 次世代サポート

課 

【再掲】多様な働き方

普及促進事業（長野県

就業促進・働き方改革

戦略会議運営事業） 

産学官労が連携して、検討・立案した就業促

進・働き方改革促進方策に基づく施策の実施状

況の共有等 

3,785 3,749 労働雇用課 

【再掲】多様な働き方

普及促進事業（選ばれ

る職場づくり推進事

業） 

企業に対して多様な働き方制度や良質なテレワ

ークの導入、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。企業の課題・ニーズに合わせた

伴走型支援等により採用力向上を支援。 

81,013 31,860 労働雇用課 

南信工科短大ブランド

戦略策定・PR 事業 

上伊那地域振興局と連携し、高校生や保護者、

教育関係者等の南信工科短大に対するイメージ

1,400 2,800 上伊那地域振興

局、産業人材育

成課 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

を刷新することで、中南信地域の高校生や女子

高校生に短大の魅力を PR 

キャリアデザイン力育

成事業 

高校卒業までに「自らのキャリアを自らの手で

デザインできる力」の育成を目指し、発達段階

に応じた児童・生徒一人ひとりの社会的・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 

4,008 4,008 学びの改革支援

課 

 

 

重点目標６ 男女共同参画の視点で魅力ある地域の創出 

事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

【再掲】防災・復興に

おける男女共同参画推

進事業 

市町村の男女共同参画担当及び危機管理担当部

局の職員向けに防災・復興ガイドライン等に関

する研修会の実施及び地域の自主防災アドバイ

ザーを対象にした研修会を危機管理部と共催に

より実施 

424 － 人権・男女共同

参画課 

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 

5,758 5,778 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 

「いのちを守る」防災

力向上プログラムの活

用 

地域防災力の向上に資する様々な対策を、県職

員、市町村職員、自主防災組織等向けに体系

化・標準化し、また、実際に発生した災害実例

を反映させたプログラムを開発し、市町村や地

域の実践を通して「学び」と「自治」で進める

地域防災力の充実を着実に推進 

－ － 危機管理防災課 

長野県版エシカル消費

推進事業 

つくる側の事業者とつかう側の消費者が、情報

共有を行いながら一体となってエシカル消費に

係る取組を進めるきっかけとなるようなイベン

トなどを開催するとともに、引き続き、県内小

売店舗と連携し、スイング POP などエシカル

4,190 3,901 くらし安全・消

費生活課 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

な商品の「見える化」を進め、エシカル消費の

理解と実践につなげていく。 

信州環境カレッジ事業 県民の環境保全に対する意識やゼロカーボン実

現に向けた機運を高めるとともに、将来の環境

保全を担う人材育成を図るため、地域講座、学

校講座、WEB 講座を実施 

23,537 23,368 環境政策課 

2050 ゼロカーボン県民

行動促進事業 

ゼロカーボン実現に向けて、県民一人ひとりが

気候変動を正しく理解し自ら行動・連携できる

ような適切な情報発信や啓発を実施 

16,377 3,715 環境政策課 

SDGｓ推進企業支援事

業 

県内の中小企業等に浸透させ中小企業の振興を

図るため、Ｈ31 年度からスタートした長野県

ＳＤＧｓ推進企業登録制度のＰＲや、登録企業

間の交流促進やビジネスモデルの普及を実施 

9,671 7,836 産業政策課、経

営・創業支援課 

【再掲】多様な働き方

普及促進事業（長野県

就業促進・働き方改革

戦略会議運営事業） 

産学官労が連携して、検討・立案した就業促

進・働き方改革促進方策に基づく施策の実施状

況の共有等 

3,785 3,749 労働雇用課 

【再掲】多様な働き方

普及促進事業（選ばれ

る職場づくり推進事

業） 

企業に対して多様な働き方制度や良質なテレワ

ークの導入、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。企業の課題・ニーズに合わせた

伴走型支援等により採用力向上を支援。 

81,013 31,860 労働雇用課 

スマート自治体推進事

業 

行政事務のデジタル化による県民の利便性の向

上及び業務の効率化を図るため、ICT の活用を

推進 

201,004 3,513,340 DX 推進課 

田舎暮らし「楽園信

州」推進協議会による

事業 

長野県、76 市町村、29 民間団体で構成する協

議会事業において、首都圏での移住セミナー等

で長野県での暮らしや働き方を発信 

3,551 3,551 信州暮らし推進

課 

信州暮らし情報発信強

化事業 

長野県への移住検討層・関心層のうち、特に

20 から 30 代の年齢層をメインターゲットにし

た記事コンテンツを制作し、SNS 等を用いて効

果的に PR 

1,993 1,993 信州暮らし推進

課 

共創人口創出拡大事業 「つながり人口（関係人口）」の創出拡大する

ことを目的とし、地域の「空き家」を関わりし

ろに、地域づくりに携わる者等を対象とした空

き家 DIY イベントの開催ノウハウを学ぶ研修

講座を開催するとともに、実際に県内地域が開

催する空き家 DIY イベントを伴走支援する。 

4,285 4,251 信州暮らし推進

課 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

信州やまほいく（信州

型自然保育）普及事業 

幼児期の子どもの基本となる能力を育むため、

信州の豊かな自然環境と多様な地域資源を活用

した「信州やまほいく（信州型自然保育）」の

普及を推進 

30,118 40,099 こども・家庭課 

【再掲】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

取組を県民一体で推進 

33,881 39,344 健康増進課 

リゾートテレワーク推

進事業 

「信州リゾートテレワーク」（ワーケーショ

ン）のＰＲとして、企業への訴求力の高いメデ

ィアとのタイアップやホームページ等による情

報発信等を実施。また、リゾートテレワークの

推進に取り組む県内自治体等で構成する「信州

リゾートテレワーク推進チーム」を立ち上げ、

情報交換などを通じて、地域のネットワーク形

成や優良事例の横展開を支援。 

  

10,760 46,512 産業立地・IT 振

興課 

農ある暮らし応援事業 移住・二地域居住のニーズへの対応や、多様な

人材による農業・農村の活性化を図るため、既

存の取組に加え、農ある暮らし実践者の暮らし

ぶりに触れる「農ある暮らし見学会」の開催、

信州農ある暮らし農園の開設支援及び当該農園

での栽培セミナーや農業機械講習会の開催、各

地域の農ある暮らし実践者や農業者を農ある暮

らしのサポーターとして登録してもらう制度の

検討等を行う。 

8,022 8,574 農村振興課 

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 

25,125 30,752 信州の木活用課 

【再掲】市町村男女共

同参画推進支援事業 

市町村における男女共同参画計画及び女性活躍

推進計画の策定に対し、助言や手引きの提供等

の支援を実施 

－ 337 人権・男女共同

参画課 

【再掲】男女共同参画

センター 講座・啓発

事業（市町村職員支援

研修） 

男女共同参画推進の行政担当者及び女性相談担

当者を対象に研修を実施 

8,682 9,977 人権・男女共同

参画課 
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事業名等 事業内容 

当初予算額(千円) 

担当課（室） 

R４ R３ 

【再掲】男女共同参画

センター 講座・啓発

事業（県民向け講座） 

性別に関わりなく、誰もが充実した暮らしを送

れるよう、働き方や慣行等の見直しのきっかけ

となる講座・セミナーの開催 

8,682 9,977 人権・男女共同

参画課 

地域発 元気づくり支援

金 

豊かさが実感でき、活力あふれる輝く長野県づ

くりを進めるため、市町村や公共的団体が住民

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に対して、支援金を交付 

767,500 807,500 地域振興課 

地域おこし協力隊 受

入・活躍支援事業 

地域おこし協力隊の受入や定着促進のため、市

町村の募集支援や広域単位のネットワーク形

成、隊員向け研修、長野県地域おこし協力隊員

を配置して調査研究等を実施 

4,590 4,590 地域振興課 

地域における学びと自

治の場づくり促進事業 

持続可能な地域づくりの取組などの活動を支え

る人材の育成と活動促進のため、「まちむら寄

り添いファシリテーター養成講座」を開講 

3,500 2,452 地域振興課 

 


