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1.男女共同参画社会の形成に向けた施策(平成24年度）
（男女共同参画課・女性センター・（財）いしかわ女性基金）

予算額（千円）

男女共同参画審議会の開催 388

男女共同苦情処理機関の設置 466

企業の男女共同参画推進事業の実施 1,800

若者の男女共同参画推進事業 800

男女共同参画推進状況報告書等の作成 104

男女共同参画推進員ネットワーク事業 1,270

多様な機会・媒体を通じた広報・啓発 -

男女共同参画啓発副読本（小学校5年生用）の作成・配付 756

男女共同参画のつどいの開催 375

男女共同参画推進庁内連絡会議の開催 -

女性センターの管理運営 43,225

女性なんでも相談室の運営 2,363

悲しみ１１０番の運営 290

（財）いしかわ女性基金事業 6,434

女性県政学習バスの運行 11,870

女性県政会議開催事業費負担 1,250

各種女性団体連絡協議会の活動支援 280

多様な機会・媒体を通じた広報・啓発（再掲）

男女共同参画推進庁内連絡会議の開催（再掲）

（財）いしかわ女性基金事業（再掲）

企業の男女共同参画推進事業の実施（再掲）

多様な機会・媒体を通じた広報・啓発（再掲）

女性県政学習バスの運行（再掲）

（財）いしかわ女性基金事業（再掲）

女性に対する暴力根絶に向けた啓発普及 794

職務関係者研修 91

ＤＶ被害者等への経済的自立に向けた支援 210

ＤＶ被害者の語り合う場の提供 116

交際相手からの暴力の防止 222

女性相談支援センターの管理運営 7,721

ＤＶホットラインの運営等 4,432

一時保護所の管理運営 6,146

女性保護施設の管理運営 10,871

女性なんでも相談室の運営（再掲）

中国江蘇省女性団体交流事業 1,037

女性を取り巻く諸問題に関する情報収集・提供 －

（財）いしかわ女性基金事業（再掲）

合　　　計 103,311

基本目標Ⅰ

男女共同参画社会づくりに向
けた意識の改革

基本目標Ⅱ

方針の立案・決定過程への女
性の参画の拡大

基本目標Ⅲ

職場・家庭・地域において男
女が共に個性と能力を発揮
できる社会の実現

基本目標Ⅳ

女性の人権が推進・擁護され
る社会の形成

基本目標Ⅴ

国際社会を視野に入れた男
女共同参画の推進
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２．「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」施策体系別事業一覧　　

基本目標Ⅰ　男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

1 人権意識の普及啓発活動の展開 35,416 人権推進室

1 人権の尊重や男女共同参画に関する研修の充実 － 人事課

3 人権教育講話開催 1,596
人権推進室
(学校指導課)

3
教職員の基本研修、専門研修、特別研修などあらゆる研修機会の
活用

84,431 教職員課

3 人権教育推進事業 1,634 学校指導課

3 人権教育推進事業費補助金 202 学校指導課

3 人権教育副読本作成事業 2,000 学校指導課

3 職業ガイダンスや在り方、生き方教育の充実 － 学校指導課

3 新人権教育研究指定校事業 490 学校指導課

3 家庭教育テレビ番組等による学習機会の提供 14,724 生涯学習課

3・8 家庭教育電話相談、家庭教育カウンセリングの実施 1,400 生涯学習課

3・11 公民館等の社会教育施設における学習機会の提供 － 生涯学習課

基本目標Ⅱ　方針の立案及び決定過程への女性の参画の拡大

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

4 県の管理・監督者への女性の積極的任用 － 人事課

4 県の女性職員の職域拡大 － 人事課

4 県の女性職員の能力開発 － 人事課

4・8 ワークセミナーの開催 552 労働企画課

4 男女共同参画社会の形成に資する研修会や交流会等の開催支援 － 生涯学習課

4 「女性が職場を考える検討委員会」による良好な職場環境の実現 － 県警本部

課題１ あらゆる人々に対する男女共同参画の理解促進
課題２ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
課題３ 男女共同参画を推進し、多様な選択を可能にする教育・学習の充実

課題４ 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大
課題５ 方針の立案・決定過程へ参画できる女性の人材育成

各部局が実施している事業のうち、「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」の課題に関
係の深いものについて広くとらえて列記したものである。事業費は総額を記載した。
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基本目標Ⅲ　職場・家庭・地域において男女が共に個性と能力を発揮できる社会の実現

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

6・8 ワークライフバランス企業の登録と公表の推進 － 少子化対策監室

6・8 一般事業主行動計画策定促進と取組内容の質の向上 3,000 少子化対策監室

6・8 ワークライフバランス企業の普及促進 19,900 少子化対策監室

6 パートタイム労働法・労働者派遣法の周知・啓発 － 労働企画課

6・7 常設労働相談・総合労働相談会実施 － 労働企画課

6・8 育児・介護休業法、労働基準法の周知・啓発 － 労働企画課

6・8 賃金等労働条件実態調査（育児介護休業取得状況の調査）実施 785 労働企画課

6・12 男女雇用機会均等法、職場におけるﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ・ｱｸｼｮﾝの広報・啓発 － 労働企画課

6・12 職業能力開発プラザにおける情報提供・相談 19,951 労働企画課

7 石川県創造的中小企業支援融資資金費補助金 114 産業政策課

7 商工会等役員への女性登用 － 経営支援課

7 商工会青年部・女性部活動費補助金 3,000 経営支援課

7 創業者支援融資及び小口零細融資（創業者支援分）（新規融資） 3,000,000 経営支援課

7 創業・経営革新・経営改善支援コンサルティング事業費補助金 1,000 経営支援課

7 創業支援研修委託事業 13,283 労働企画課

7 公共職業能力開発施設における職業能力開発推進 153,228 労働企画課

7 離職者等高度人材養成推進事業 344,653 労働企画課

7 いしかわ女性再チャレンジ支援事業 － 労働企画課

8 県職員の育児休業制度の周知及び取得しやすい職場の雰囲気づくりの推進 － 人事課

8 県職員の「育児の日」制定と子育て支援ハンドブックの作成・配付 － 人事課

8 県民育児の日（毎月１９日）の普及 － 少子化対策監室

8 ファミリーサポートセンターの普及促進 － 少子化対策監室

4・8 ワークセミナーの開催（再掲） (552) 労働企画課

6・8 わくわくワークいしかわの発行 684 労働企画課

8 勤労者育児・介護休業資金融資制度 － 労働企画課

8 女性医師就業継続支援事業 4,000 地域医療推進室

8 産休等の保育所等職員の代替職員の確保 15,946 少子化対策監室

8 男性社員等に対するパパ子育て講座の実施 500 少子化対策監室

8 いしかわエンゼルプランの推進 1,417 少子化対策監室

8 新保育園児健康管理サポートモデル事業 2,500 少子化対策監室

8 新保育現場実践力向上事業 2,500 少子化対策監室

8 子育て応援エンゼルネットの普及促進 － 少子化対策監室

8 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ事業の実施 1,417 少子化対策監室

8 エンゼル・サポート事業の実施 － 少子化対策監室

8 延長保育の充実 331,925 少子化対策監室

8 休日保育の充実 33,485 少子化対策監室

8 病児・病後児に対する保育サービスの拡充 165,776 少子化対策監室

8 障害児の受け入れ体制の充実 33,165 少子化対策監室

8 一時預かりの拡充 － 少子化対策監室

8 放課後児童クラブの充実 477,437 少子化対策監室

8 放課後子ども教室の取組への支援 9,010 生涯学習課

8 児童相談所の機能充実 81,955 少子化対策監室

8 こどもダイヤル相談事業の実施 1,750 少子化対策監室

3・8 家庭教育電話相談、家庭教育カウンセリングの実施（再掲） (1,400) 生涯学習課

課題６ 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
課題７ 多様な就業を可能にする環境の整備
課題８ 男女の仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の実現
課題９ 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の確立
課題10 人々が安心して暮らせる環境の整備
課題11 地域における男女共同参画の推進
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基本目標Ⅲ　職場・家庭・地域において男女が共に個性と能力を発揮できる社会の実現

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

8 子育て家庭保育士訪問サポート事業 3,000 少子化対策監室

8 地域子育て支援拠点の拡充 － 少子化対策監室

8 マイ保育園の登録制度の普及と機能強化 13,287 少子化対策監室

8 パパママ子育て塾 7,502 少子化対策監室

8 子育てに関する情報提供の推進 4,160 少子化対策監室

8 子育てサークルへの支援 7,450 少子化対策監室

8 「赤ちゃん駅」の登録の推進 － 少子化対策監室

9 はつらつ農村女性育成事業 2,120 農業政策課

10・11 （財）県民ボランティアセンターによる活動支援事業 14,338 県民交流課

10・11 ＮＰＯ活動の促進 17,014 県民交流課

10・11 石川県健民運動推進本部補助金 21,235 県民交流課

10 母子福祉センターの運営 9,687 少子化対策監室

10 就業相談から情報提供までの一貫した就業支援 8,150 少子化対策監室

10 就業に必要な技能や資格を取得するための給付金制度 89,894 少子化対策監室

10 準備講習付き公共職業訓練の実施 10,541 少子化対策監室

10 母子家庭就業支援の配置 8,150 少子化対策監室

10 児童扶養手当の支給 463,018 少子化対策監室

10 母子寡婦福祉資金の貸付 140,303 少子化対策監室

10 ひとり親家庭医療費の助成 165,192 少子化対策監室

10 ひとり親家庭の放課後児童クラブ利用の助成 6,544 少子化対策監室

10 交通災害等遺児に対する支援 400 少子化対策監室

10 母子自立支援員・父子相談員による相談の実施 10,689 少子化対策監室

10 奨学金制度の実施 366,964 庶務課

10 高齢者雇用支援 － 労働企画課

10 シルバー人材センター事業 8,580 労働企画課

10 高齢者相互支援・啓発事業費補助金 580 長寿社会課

10 認知症高齢者介護相談等事業費補助金 250 長寿社会課

10 介護支援専門員養成事業 4,057 長寿社会課

10 主任介護支援専門員養成研修事業 1,765 長寿社会課

10 がんばる老人クラブ育成支援事業 600 長寿社会課

10 老人クラブ補助金 43,525 長寿社会課

10 老人クラブ健康増進事業費 488 長寿社会課

10 新多様な介護サービス導入普及事業 2,000 長寿社会課

10 新高齢者介護施設事故防止対策事業費 1,700 長寿社会課

10 傾聴ボランティア養成事業費 2,500 長寿社会課

10 地域見守りネットワーク構築事業費 3,000 長寿社会課

10 地域支援事業交付金 373,037 長寿社会課

10 高齢者向け住宅の整備充実 － 建築住宅課

10 県民大学校の充実等学習機会の提供 37,376 生涯学習課

10 障害者介護等給付費負担金 3,344,858 障害保健福祉課

10 障害者自立支援対策臨時特例事業 83,180 障害保健福祉課

10 障害者地域生活支援事業費補助金 223,605 障害保健福祉課

10 心身障害児在宅療育総合支援事業 315 障害保健福祉課

10 在宅障害者療育相談支援事業 3,300 障害保健福祉課

10 石川セルプ振興センター運営事業費補助金 940 障害保健福祉課

10 知的障害者ホームヘルパー資格取得研修事業 1,060 障害保健福祉課

10 知的障害児・者地域生活促進事業 1,705 障害保健福祉課

10 精神障害者地域生活支援事業 1,093 障害保健福祉課

10 障害者授産所等通所交通費補助金 3,735 障害保健福祉課
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基本目標Ⅲ　職場・家庭・地域において男女が共に個性と能力を発揮できる社会の実現

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

10 身体障害者福祉ホーム運営費補助金 5,068 障害保健福祉課

10 知的障害者福祉ホーム運営費補助金 2,688 障害保健福祉課

10 精育園グループホーム費 15,528 障害保健福祉課

10 障害者ふれあいフェスティバル開催事業 7,500 障害保健福祉課

10 身体障害者福祉大会開催 300 障害保健福祉課

10 知的障害者地域支援推進事業 240 障害保健福祉課

10 ひきこもり社会参加復帰支援事業 1,560 障害保健福祉課

10 障害者スポーツ大会開催 6,866 障害保健福祉課

10 全国障害者スポーツ大会選手派遣 5,306 障害保健福祉課

10 障害者スポーツ競技力向上促進事業費 300 障害保健福祉課

10 精神障害者ソフトバレーボール大会選手派遣 150 障害保健福祉課

10 障害者社会参加推進センターの運営 4,688 障害保健福祉課

10 身体障害者福祉推進員等設置 11,905 障害保健福祉課

10 障害者温泉療養事業 18,000 障害保健福祉課

10 社会復帰訓練対策 8,451 障害保健福祉課

10 自閉症支援センターの運営 24,576 障害保健福祉課

10 発達障害支援体制整備 11,122 障害保健福祉課

10 高次脳機能障害支援体制整備事業 826 障害保健福祉課

10 視覚障害者情報文化センターの運営 38,397 障害保健福祉課

10 重度盲ろう者通訳・介護員派遣事業 7,076 障害保健福祉課

10 障害者ＩＴサポートセンターの運営 1,131 障害保健福祉課

10 聴覚障害者センターの運営 27,202 障害保健福祉課

10 手話通訳・要約筆記者健康対策事業 200 障害保健福祉課

10 行動援護従事者養成研修事業 614 障害保健福祉課

10 難病患者地域療育支援事業 1,118 健康推進課

10 難病相談・支援センターの運営 5,346 健康推進課

10 障害者職場実習実施 17,500 労働企画課

10 職場適応訓練実施 2,006 労働企画課

10 心身障害者就業資金貸付金 580 労働企画課

10 福祉人材センター事業費 36,199 厚生政策課

10 福祉ボランティアセンター事業費補助金 13,525 厚生政策課

10 バリアフリー社会推進事業 1,248 厚生政策課

10 自立支援型住宅リフォーム推進事業費補助金 17,181 厚生政策課

10 バリアフリー推進工房事業費 2,630 厚生政策課

10 ホームヘルパー研修事業費 1,113 厚生政策課

10 バリアフリー施設整備促進融資資金 575 厚生政策課

10 公衆浴場施設改善事業費補助金 2,800 薬事衛生課

10 バリアフリーに配慮した県営住宅の整備 626,096 建築住宅課

11 消費者ステップアップ支援事業 9,732 県民生活課

11 消費者活動推進事業 3,501 県民生活課

11 県民エコステーション事業費補助金 20,076 環境政策課

11 「心の教育」の推進 9,124 生涯学習課

11 地域ぐるみの学校支援の推進 2,160 生涯学習課

11 石川県婦人団体協議会の活動支援 1,730 生涯学習課

3・11 公民館等の社会教育施設における学習機会の提供（再掲） － 生涯学習課

11 自主防災組織強化対策費 14,800 危機対策課

11 相談業務の充実、防犯指導・広報、避難場所及びその周辺の警戒 － 警察本部
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基本目標Ⅳ　女性の人権が推進・擁護される社会の形成

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

12 防犯まちづくり推進事業 1,966 県民生活課

12 青少年の非行防止と有害環境の浄化 4,318 少子化対策監室

12 児童虐待防止オレンジリボン・キャンペーンの実施 9,000 少子化対策監室

6・12 男女雇用機会均等法、職場におけるﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ・ｱｸｼｮﾝの広報・啓発（再掲） － 労働企画課

6・12 職業能力開発プラザにおける情報提供・相談（再掲） (19,951) 労働企画課

12 各種広報誌やチラシ等を活用した相談窓口の周知 220 警察本部

12 各種相談窓口の連携による女性の暴力に関する相談対応能力の向上 41 警察本部

12 相談員の適切な配置と研修の充実 19 警察本部

12 被害者を総合的・継続的にサポートできるシステムの整備 34 警察本部

12 女性被害者に接する機関等の合同研究会の開催等連携強化 － 警察本部

12 「石川被害者等支援連絡協議会」における相互連携 － 警察本部

12 女性・子どもを対象とした地域安全情報の提供、防犯指導の実施 － 警察本部

12 安全・安心なまちづくりの推進 － 警察本部

12 関係法令の適切な運用（性犯罪への対策） － 警察本部

12 子ども・女性安全対策室による性犯罪等の未然防止活動の推進 － 警察本部

12 性犯罪捜査体制の整備 － 警察本部

12 指定された警察職員による被害者のニーズを踏まえた適切な支援活動の実践 － 警察本部

12 被害者への初診料等経費の負担軽減 － 警察本部

12 被害少年カウンセリングアドバイザー（心理専門家）による職員への指導・助言 － 警察本部

12 少年警察補導員による継続支援 － 警察本部

12 風俗環境浄化対策の推進 － 警察本部

12 関係法令の適切な運用（(児童)売買春への対策） － 警察本部

12 関係法令の適切な運用（ストーカー行為等への対策） 60 警察本部

12 関係機関・団体が一体となった被害者支援の実施 － 警察本部

12 防犯指導及び自衛対応策の教示 － 警察本部

12 関係法令の適切な運用（人身取引への対策） － 警察本部

12 被害者の適切な保護 － 警察本部

12 教職員研修等による周知啓発 － 教職員課

13 いしかわ健康フロンティア戦略推進事業 4,019 健康推進課

13 がん対策推進事業 1,000 健康推進課

13 禁煙支援等普及事業 1,900 健康推進課

13 小児救急電話相談事業 11,501 医療対策課

13 小児救急医療啓発事業 436 医療対策課

13 女性診療科における性差医療の実施 － 中央病院

13 いしかわ総合母子医療センターの運営 － 中央病院

13 小児救急医療対策連携出前講座開催費 1,170 地域医療推進室

13 不妊相談センター・妊娠１１０番における相談と情報提供 4,270 少子化対策監室

13 不妊治療等に対する助成 132,690 少子化対策監室

13 未熟児、多胎児、ハイリスク妊産婦等の出産・育児に対する支援 41,388 少子化対策監室

13 妊産婦健康診査の推進及び保健指導の実施 287,170 少子化対策監室

13 乳幼児健康診査の推進及び保健指導の実施 － 少子化対策監室

13 子どもの事故防止に関する啓発の推進 1,000 少子化対策監室

13 小児慢性特定疾患対策事業 142,588 健康推進課

13 健康診査管理指導事業 2,929 健康推進課

13 エイズに関する正しい知識啓発普及事業 277 健康推進課

課題12 女性に対するあらゆる暴力の根絶
課題13 生涯を通じた女性の健康支援
課題14 メディアにおける人権の尊重
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基本目標Ⅳ　女性の人権が推進・擁護される社会の形成

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

13 新もっと野菜プロジェクト（ＭＹＰ350）事業 4,000 健康推進課

13 新健診データしっとくナビ事業 5,000 健康推進課

13 ＨＩＶ相談検査窓口設置 1,191 健康推進課

13 性感染症相談検査窓口設置 1,118 健康推進課

13 性感染症予防事業 3,000 健康推進課

13 学校における教育の推進 － 警察本部

13 安全で豊かな食生活情報総合啓発事業費 1,000 薬事衛生課

13 薬物乱用防止対策推進事業 811 薬事衛生課

13 児童生徒への指導 － 学校指導課

13 薬物乱用防止教室講習会 － スポーツ健康課

14 有害図書等の指定及び販売の制限 724 少子化対策監室

14 有害図書の点検活動 － 警察本部

14 学校教育、社会教育を通じた情報教育の推進 －
学校指導課
生涯学習課

14 フィルタリングサービスに関する講習会及び広報の実施 － 警察本部

14 インターネットカフェ立入状況の検査活動 － 警察本部

基本計画Ⅴ　国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

15 国際環境協力推進事業 2,745 環境政策課

15 新日本語・日本文化研修プログラム強化促進事業費補助金 2,500 国際交流課

15 日本語・日本文化研修センター運営事業 33,354 国際交流課

15 石川インターンシップ事業 1,600 国際交流課

15 アジアフォーラム開催費補助金 1,000 国際交流課

15 草の根国際協力活動促進事業費補助金 1,000 国際交流課

15 「２１世紀石川少年の翼」事業負担金 3,300 国際交流課

15 国際交流員の設置 25,751 国際交流課

15 青年海外協力活動促進事業 990 国際交流課

15 外国人留学生支援事業 28,800 国際交流課

15 海外県人会青少年育成交流事業 4,742 国際交流課

15 多文化共生まちづくり推進事業 2,000 国際交流課

15 あんしん賃貸支援事業 － 建築住宅課

15 ポリスヘルプライン 29 警察本部

15 英語による運転免許学科試験の実施 － 警察本部

課題15 多様な文化の尊重及び理解の促進
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