
基本目標1　政策・方針の立案及び決定への女性の参画の拡大

具体的取組 事業・取組の概要 令和2年度実施回数等（予定） 区分
令和2年度当

初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度当
初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

担当課

1
審議会委員への女性の選
任の推進

本市の政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するた
め、委員選任の際の事前協議の徹底、公募による女性委
員選任、選任分野の見直しなどの取組により、市の審議
会における女性委員の選任を推進する。

― 継続 男女共同参画課

2
基本研修（階層別研修）に
おける「男女共同参画」に関
する科目の実施

中堅技能業務職員研修・人権問題職場研修リーダー養成
講座における「男女共同参画」の科目、新任課長補佐級
職員研修・新任課長級職員研修における「ダイバーシ
ティ」の科目の実施

中堅技能業務職員研修　１回　10人
新任課長補佐級職員研修（合同）　2回　237人
新任課長級職員研修（合同）　1回　139人

【拡充内容】
「ダイバーシティ」の科目の追加

拡充 223 223
男女共同参画課

研修センター

3
職員意向調査や庁内公募
制の活用

定期人事異動に職員意向調査や庁内公募制を活用し、女
性職員の職域拡大と能力向上を図る。

― 継続 人事課

4
女性職員の能力向上を図る
研修の実施や自治大学校
等への派遣

女性監督職向けブラッシュアップ支援講座・女性職員キャ
リア支援講座の実施
自治大学校・市町村職員中央研修所・全国市町村国際文
化研修所への職員の派遣

女性監督職向けブラッシュアップ支援講座　1回　30人
女性職員キャリア支援講座　1回　30人
自治大学校　2人
市町村職員中央研修所　1人
全国市町村国際文化研修所　1人

継続 830 879 ▲ 49 研修センター

5

広島市女性職員活躍推進
プラン（女性活躍推進法に
基づく特定事業主行動計
画）の策定及び実施

市職員を志望する女性の拡大に向けた積極的なPRや役
職・経験年数に応じた能力開発、意識改革に取り組む。

― 継続 人事課

6 その他
市立学校への主幹教諭職の設置による登用の場の拡
大、行政情報の積極的な提供と市民の行政への参画機
会の拡充（ホームページの充実など）　など

― 継続 7,340 8,741 ▲ 1,401
教職員課

広報課　ほか

基本目標1　計 8,393 9,620 ▲ 1,227  

令和2年度当初予算案の概要（男女共同参画施策関係）

【留意事項】

・ 第2次広島市男女共同参画基本計画の基本目標ごとに、主な事業・取組を記載している。

・ 複数の基本目標に該当する事業・取組（基本計画上、【再掲】の表示がある事業・取組）については、最も関わりが深いと考えられる基本目標の中で記載している。

・ 広く市民を対象とした事業・取組で、男女共同参画の推進に関する部分に係る予算額の算定が困難なものについては、総予算額を記載している。

・ 事業費が計上されていない事業・取組の予算額欄は、「／」としている。

資料５
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基本目標２　働く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活の両立  

具体的取組 事業・取組の概要 令和2年度実施回数等（予定） 区分
令和2年度当

初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度当
初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

担当課

1
女性活躍推進法に基づく一
般事業主行動計画の策定
支援

市内の中小企業を対象とした研修会や無料相談会を実施
し、事業主行動計画の策定支援等を行う。（予算は「女性・
若者のための就労環境整備」で計上）

― 継続 男女共同参画課

2
女性・若者のための就労環
境整備

女性や若者が働きがいのある安定した仕事を持てるよう、
市内の中小企業を対象に、働きやすい職場づくりに関す
る研修会や無料相談、コンサルティング経費の補助等を
行い、良質な職場環境づくりを推進する。

研修会：全5回セミナーを1回実施、20社程度参加
無料相談会：4回
コンサルティング経費補助：7社

継続 3,908 3,766 142 男女共同参画課

3
事業所向け男女共同参画
支援講座の開催

市内の事業所等の研修会に専門の講師を派遣し、女性の
能力発揮や職域拡大、職業生活と家庭生活の両立など、
男女共同参画に関する講座を実施することで、男女ともに
働きやすい職場環境づくりを支援する。

講師派遣：4事業者程度 継続 50 48 2 男女共同参画課

4
男女共同参画推進事業者
顕彰

女性の能力発揮や職域拡大、職業生活と家庭生活の両
立支援などに積極的に取り組んでいる市内に本社・本店
を置く事業者を表彰し、市の広報紙等を通じてその取組内
容を広く紹介することで、他の事業者の意識啓発を図る。

― 継続 121 121 0 男女共同参画課

5
男性の地域活動・家庭生活
等への参画支援事業

男性の家事や育児、介護、地域活動への参画を促すた
め、啓発用リーフレットを作成し、保育園や子育てオープン
スペースなど、子どもがいる世帯の方が手に取りやすい場
所を中心に配布する。

啓発用リーフレット：15,000部作成 継続 371 338 33 男女共同参画課

6
育児休業後におけるキャリ
アプランに関する研修の実
施

出産、育児休業を終え職場復帰した職員を対象に、これ
からの自己の役割や、ワーク・ライフ・バランスを見つめ直
す支援を行うことを目的とした「育児休業復帰後講座」を実
施する。

育児休業復帰後講座：1回　80人 継続 182 138 44 研修センター

7
基本研修（階層別研修）に
おける「ワーク・ライフ・バラ
ンス」に関する科目の実施

職員のワーク・ライフ・バランスの推進を目的に、基本研修
（階層別研修）等における職員の意識改革、仕事と家庭生
活等との両立、様々な働き方に対応した職場づくりに関す
る科目を実施する。

新規採用職員研修（後期）「仕事の進め方」　6回　250人
中堅職員研修（合同）「キャリアデザイン」　3回　431人
新任係長級職員研修（合同）「キャリアデザイン」　2回　240人
人事評価者向けキャリア開発支援講座　1回　200人

継続 332 284 48 研修センター

（※一部6月補

正予算額を含

む。）
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具体的取組 事業・取組の概要 令和2年度実施回数等（予定） 区分
令和2年度当

初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度当
初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

担当課

8
保育園整備など保育を必要
とする児童の受入枠の拡大

保育園・認定こども園等の整備、認可外保育施設認可化
移行支援事業、小規模保育事業　など

【拡充】
保育園・認定こども園等の整備：新設5園、増築5園、認定こど
も園化3園

認可外保育施設認可化移行支援事業：5園

拡充
継続

1,935,730 1,583,966 351,764 保育指導課

9 多様な保育サービスの提供
延長保育事業、病児・病後児保育事業、休日保育、一時
預かり事業（一般型）、　など

延長保育事業：171園（公立36園、私立135園）
病児・病後児保育事業：15か所
休日保育：4園（公立3園、私立1園）
一時預かり事業（一般型）：延べ19,820人

継続 1,065,892 1,053,551 12,341
保育企画課
保育指導課

こども・家庭支援課

10
子育て短期支援事業にお
ける受入体制強化

保護者の疾病等により家庭における児童の養育が一時
的に困難な場合等に養育、保護を行うためのショートステ
イ専用の居室を整備する児童養護施設等に対し、施設改
修費等の経費を補助する。

補助施設数：1施設 新規 5,231 0 5,231 こども・家庭支援課

11 保育人材確保の促進
保育士確保対策事業、高校生保育魅力体験事業、就職
体験マッチング支援事業、学生と若手保育士の交流会、
地域と連携した保育人材の確保に資する取組

保育士確保対策事業：合同就職説明会の開催　年2回
高校生保育魅力体験事業：参加者540人
就職体験マッチング支援事業：参加者100人
学生と若手保育士の交流会：参加者100人
地域と連携した保育人材の確保に資する取組の検討：ひろしま
保育・介護人材応援プロジェクト会議の開催　年1回

継続 5,140 3,335 1,805
保育指導課
介護保険課

12
子どもの放課後等の居場所
の確保

児童館の整備、放課後児童クラブの運営、放課後プレイ
スクール事業、民間放課後児童クラブ運営費等補助　な
ど

放課後プレイスクール事業：5学区
民間放課後児童クラブ運営費等補助：62クラブ

継続 3,510,185 3,138,625 371,560
放課後対策課

障害自立支援課

13 地域子育て支援拠点事業

育児不安の軽減や乳幼児の健全育成を図るため、常設
オープンスペースにおいて、子育て親子の交流の場の提
供や子育てに関する相談・情報提供を行うとともに、子育
てに関する講習会等を実施する。

【拡充】
常設オープンスペース：19か所→20か所
（このうち、公募型常設オープンスペースについて、新たに1か
所の開設等に係る経費を補助（11か所→12か所））

拡充 121,532 106,202 15,330 こども・家庭支援課

14 介護人材確保の推進
ひろしま介護マイスター養成支援事業、小規模事業所介
護人材育成支援事業、地域と連携した介護人材の育成・
確保に資する取組、生活援助員確保促進事業　など

― 継続 17,759 26,835 ▲ 9,076 介護保険課

15 その他

特別養護老人ホームの施設整備に対する助成、男女共
同参画を積極的に推進する事業者へのインセンティブ、広
島市中小企業融資制度（男女共同参画・子育て支援資金
等）、「まかせんさい」広島市女性農業士の活動支援　など

「まかせんさい」広島市女性農業士の活動支援：研修会開催１
回　参加者15人程度

継続 1,653,305 1,088,143 565,162

高齢福祉課
行政経営課

契約部
産業立地推進課

技術管理課
農政課　ほか

基本目標2　計 8,319,738 7,005,352 1,314,386  
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基本目標３　地域における男女共同参画の推進  

具体的取組 事業・取組の概要 令和2年度実施回数等（予定） 区分
令和2年度当

初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度当
初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

担当課

1
総合相談の実施
（男女共同参画推進セン
ター）

女性のためのなんでも相談、男性のためのなんでも相
談、こころの相談、法律相談、女性の就労支援相談、グ
ループ相談（子育て・介護等相談）などの各種相談を実施
する。

― 継続 男女共同参画課

2
情報提供の充実
（男女共同参画推進セン
ター）

資料室における図書・DVD・関連情報誌・政令指定都市の
行政資料の閲覧、市民及び事業者向けの男女共同参画
推進センター紹介ホームページ運営、メールマガジン・
リーフレット・広報誌発行　など

― 継続 男女共同参画課

3
学習・研修の支援
（男女共同参画推進セン
ター）

男女共同参画の取組促進講座（男女共同参画の基礎講
座、仕事と家庭の両立に関する講座）、女性の就労支援
講座、チャレンジショップの開設、一時保育（託児）の実施
など

【新たな取組】
女性の政治参画に関する講座の開催：政治分野の女性参画
拡大を図るための講座等の開催

拡充 男女共同参画課

4
調査・研究及び普及・啓発
の推進（男女共同参画推進
センター）

啓発リーフレット等の作成・配布、男女共同参画フォーラ
ムの開催　など

― 継続 男女共同参画課

5
市民活動・交流の支援
（男女共同参画推進セン
ター）

男女共同参画推進センター利用団体・グループ、各種団
体、NPO等の活動・交流支援　など

― 継続 男女共同参画課

6 女性団体の活動への補助

広島市女性団体連絡会議の取組を支援し、その活動が一
層活性化するよう、補助を行う。また、本市における地域
福祉の一層の振興・発展に資するため、福祉事業及び社
会教育事業を展開している女性団体等の事業費を助成す
る。

広島市女性団体連絡会議事業補助：補助金交付団体 1団体

広島市女性団体連合会育成事業補助：補助金交付団体 6団体
広島市女性会育成事業補助：補助金交付団体 54団体

継続 2,644 2,762 ▲ 118
男女共同参画課

地域福祉課

7 女性消防団員の育成・支援

他都市の女性消防団員との交流、新たな活動分野の開
拓のための全国女性消防団員活性化大会への参加、女
性消防団員の確保のためのフラワーフェスティバル等で
の広報活動

― 継続 35 90 ▲ 55 消防団室

8
地域の防災を担う女性リー
ダーの育成

地域の防災リーダーとして防災士の資格取得を促進する
ほか、防災講演会や防災研修への積極的な参加を促す。

防災士の資格取得200人 継続 8,845 7,790 1,055 災害予防課

9 その他

男女共同参画推進員による啓発講座の実施（防災等地域
づくり講座）、男女共同参画推進センターにおける男女共
同参画の視点を取り入れた防災講座の開催、男女双方の
視点に配慮した地域防災計画の修正等　など

― 継続 2,975 2,960 15
男女共同参画課

危機管理課　ほか

基本目標3（男女共同参画推進センター分除く）　計 14,499 13,602 897  

「男女共同参画推進センター指

定管理」に含む。

「男女共同参画推進センター指

定管理」に含む。

「男女共同参画推進センター指

定管理」に含む。

「男女共同参画推進センター指

定管理」に含む。

「男女共同参画推進センター指

定管理」に含む。
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基本目標４　安心して暮らせる環境の整備  

具体的取組 事業・取組の概要 令和2年度実施回数等（予定） 区分
令和2年度当

初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度当
初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

担当課

1
高齢者が安心して暮らせる
環境の整備

居宅介護（介護予防）サービス等の給付、地域包括支援
センター運営事業等、介護予防・日常生活支援総合事業
（高齢者いきいき活動ポイント事業を含む。）　など

― 継続 97,415,154 93,953,283 3,461,871
介護保険課

地域包括ケア推進課
高齢福祉課

2 地域生活支援事業

障害者(児)の福祉の増進や障害の有無に関わらず国民
が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる
地域社会の実現に寄与することを目的に、地域の特性や
利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画
的に実施する。

― 継続 2,371,210 2,371,210 0 障害福祉課

3
外国人市民の暮らしやすさ
に配慮したまちづくりの推進

外国人市民向け生活情報提供事業、多言語によるＤＶ防
止啓発パンフレットの作成、外国人相談窓口の運営　など

【拡充】
外国人市民向け生活情報提供事業：本市へ転入予定の外国
人へ生活に必要な手続き等を掲載した「広島市くらしガイド～
これから広島市で生活する外国人の方へ～（仮称）」を作成
し、ホームページで公開
外国人相談窓口の運営：ベトナム語の相談日を週2日から5日
に拡充

継続
拡充

26,260 13,784 12,476
人権啓発課

男女共同参画課　など

4 外国人市民及び災害通訳ボ
ランティアのための防災研修

災害の認識や防災意識の向上を図るため、外国人市民を
対象に防災センターで防災研修を行う。また、災害通訳ボ
ランティアの登録者を対象とした研修や、被災地（仙台市）
での活動経験者による発信情報の翻訳や模擬避難所で
の聞き取り（通訳）訓練等を行う。

防災研修：2回　50人程度参加（各25人）
災害通訳ボランティア研修等：1回

【拡充】
災害通訳ボランティア研修、活動経験者による訓練等を追加

拡充 280 353 ▲ 73 人権啓発課

5
ひとり親家庭に対する支援
の充実

児童扶養手当の支給、母子・父子・寡婦福祉資金貸付事
業、母子・父子自立支援員による相談、母子家庭等就業
支援事業、ひとり親家庭学習支援事業、ひとり親家庭居
場所づくり事業　など

母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業：母子845件、父子55件、寡
婦39件
母子家庭等就業支援事業：講習会7回、セミナー4回開催

【拡充】
ひとり親家庭学習支援事業：実施会場 10か所（高校生会場を
1か所→2か所）
ひとり親家庭居場所づくり事業：実施箇所5か所→6か所

拡充 5,108,763 6,340,016 ▲ 1,231,253 こども・家庭支援課　ほか

6
若者の自立・就労支援対策
事業

働くことへの悩み及び対人関係への不安を抱える若者を
対象として支援を実施する。個別相談や就職に向けた基
礎研修等を実施するとともに、若者や保護者等を対象とし
た講演会やセミナーを実施する。また、高校や大学等の卒
業時に就労先が決まっていない者に対し、支援の情報が
届くよう、教育機関との連携を図る。

講演会3回、セミナー3回 継続 6,297 6,240 57 雇用推進課

7 その他
授乳室の整備の促進、低床バス・低床路面電車の導入補
助　など

低床バス・低床路面電車の導入補助：車両購入費の補助（低
床低公害バス5台、低床路面電車30ｍ級車両2編成）

継続 57,867 88,819 ▲ 30,952 都市交通部　ほか

基本目標4　計 104,985,831 102,773,705 2,212,126  
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基本目標５　女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者への支援  

具体的取組 事業・取組の概要 令和2年度実施回数等（予定） 区分
令和2年度当

初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度当
初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

担当課

1
「女性に対する暴力をなくす
運動」期間に合わせたＤＶ防
止啓発

「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせて、DV防
止についての啓発及び相談窓口の周知を行う。
・建物のパープルライトアップ
・チラシ・リーフレットを啓発用品とセットにして、女性団体
と連携して街頭で配布
・男女問わず様々な年代の市民に向けた啓発を図るた
め、DV相談窓口等に関する広告をアストラムラインの車
内に掲載

パープルライトアップ：2か所（本通商店街、エールエールＡ館）
街頭啓発：2回、啓発用品1,000個配布
アストラムライン車内広告：2週間

継続 544 439 105 男女共同参画課

2
リーフレット、カードの作成・
配布

ＤＶに対する認識の浸透、徹底を図るとともに、ＤＶ相談窓
口を周知するため、ＤＶ防止啓発リーフレット及びＤＶ被害
者支援携帯用カード等を作成・配付する。

リーフレット：18,000部
携帯用カード：12,000部

継続 461 587 ▲ 126 男女共同参画課

3 デートＤＶ防止対策

交際相手からの暴力（デートＤＶ）に対する正しい理解と予
防啓発を目的としたリーフレットを作成し、市内の高校1年
生に配付する。また、短大、大学、専修学校等の学生課等
で配架する。
11月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせ
て、区役所等においてパネル展示を行うほか、公民館など
からの依頼があれば、パネルの貸し出しを行う。

リーフレット：20,000部
パネル展示：2か所

継続 562 562 0 男女共同参画課

4
ＤＶセンターの運営
（ＤＶ被害者の支援）

DV被害者の安全確保・保護、支援情報の提供、自立生活
促進のための支援などを行う。
（DV専門法律相談、臨床心理士によるカウンセリング、休
日ＤＶ電話相談、関係機関への動向支援などの実施）

法律相談：1人1回無料
カウンセリング：1人3回無料

継続 11,490 11,567 ▲ 77 男女共同参画課

5
ＤＶセンターの運営
（女性相談員の資質の向
上）

女性相談員に対し専門的知識を有するアドバイザーによ
る助言及びカウンセリングを行うことにより、様々な悩みを
抱えるＤＶ被害者に対するサポート技術の習得及び精神
的負担の軽減を図る。
また、女性相談員のＤＶ被害者サポート技術や法令、医療
等の知識の習得に向け、研修会等へ参加する。

― 継続 367 346 21 男女共同参画課

6
窓口業務に携わる職員等へ
の研修会の実施

窓口職員等を対象とした二次被害防止等のための研修を
実施する。

― 継続 41 41 0 男女共同参画課

7
民間シェルターへの支援の
実施・拡充の検討

民間シェルターの運営の安定を図るため、運営費を助成
する。

補助金交付団体：1団体 継続 1,200 1,200 0 男女共同参画課

8
暴力被害相談センターの運
営

暴力団等の介入や暴力が絡む債権の取立て、商品の販
売など民事暴力に関する市民や企業からの相談に応じ、
その解決方法を助言・指導するとともに、必要に応じて警
察署等関係機関への連絡や法律相談の紹介等を行う。

― 継続 104 93 11 市民安全推進課

9 その他
広島市ＤＶ対策関係機関連絡会議の開催、住民基本台帳
の閲覧等の制限、児童虐待防止対策事業、高齢者虐待
防止対策事業　など

― 継続 20,054,857 20,462,600 ▲ 407,743

男女共同参画課
総務課

こども・家庭支援課
児童相談所

地域包括ケア推進課　ほ
か

基本目標5　計 20,069,626 20,477,435 ▲ 407,809  
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基本目標６　生涯を通じた女性の健康支援  

具体的取組 事業・取組の概要 令和2年度実施回数等（予定） 区分
令和2年度当

初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度当
初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

担当課

1 妊婦乳児健康診査事業

妊婦及び乳児の保健管理の向上を図るため、妊婦一般
健康診査については１４回分、乳児一般健康診査につい
ては２回分の公費負担を実施し、健診費用を軽減すること
により、母体や胎児及び乳児の健康を確保し、安心して子
どもを生み育てることのできる環境の整備を図る。

妊婦健診受診者：9,232人
乳児健診受診件数：6,160件

継続 1,015,762 1,097,717 ▲ 81,955 こども・家庭支援課

2 妊娠・出産包括支援事業

家族等から産後の家事・育児の十分な援助が得られない
者で、支援を必要とする母子を対象に、助産師による訪問
支援、医療機関等での宿泊等による育児指導、ヘルパ—
派遣による家事・育児支援を実施する。

産前・産後サポート事業利用件数：147件
産後ケア事業利用件数：1,148回

継続 8,926 8,932 ▲ 6 こども・家庭支援課

3 産婦健康診査事業
産後うつの予防や新生児への虐待予防の観点から、産後
の初期段階における母子に対する支援を強化するため、
産婦健康診査に係る費用を助成する。

受診者：8,585人 継続 73,396 81,792 ▲ 8,396 こども・家庭支援課

4
パパとママの育児教室の開
催

初妊婦とその配偶者を対象に、夫婦が協力して子育てを
行うために、夫婦関係、父親・母親の役割や子育て全般に
ついての教室を開催する。

開催回数：34回 継続 1,313 1,290 23 こども・家庭支援課

5 不妊治療費助成

次世代育成支援の一環として、不妊治療の経済的負担の
軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額な医療費
がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助
成する。

不妊治療費助成：1,394件 継続 226,200 208,350 17,850 こども・家庭支援課

6 がん検診の実施
わが国の死亡原因の第１位であるがんに対する認識を深
め、がんの早期発見・早期治療の促進を図る。

― 継続 1,177,156 1,117,836 59,320 健康推進課

7 その他
妊産婦乳幼児等保健指導事業（母子健康手帳の交付に
伴う妊婦指導）　など

― 継続 190,763 199,521 ▲ 8,758 こども・家庭支援課　ほか

基本目標6　計 2,693,516 2,715,438 ▲ 21,922  
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基本目標７　平和の発信と国際理解・国際協力の推進  

具体的取組 事業・取組の概要 令和2年度実施回数等（予定） 区分
令和2年度当

初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度当
初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

担当課

1 ヒロシマ平和の灯のつどい

広島市女性団体連絡会議主催。核兵器廃絶と世界恒久
平和の願いを「平和の灯」に託し、原爆犠牲者のご冥福を
祈る催し。毎年7月31日に実施、女性団体や一般市民の
ほか、平和記念公園への来訪者も参加。

参加者数：約100名 継続 男女共同参画課

2 国際女性デーひろしま

女性団体などからなる「国際女性デーひろしま実行委員
会」が主催。毎年3月8日の「国際女性デー」に合わせ、男
女共同参画推進に向けた講演や展示、パレードなどを行
う。

参加者数：約180名 継続 男女共同参画課

3
国際社会の中で共に生きて
いくことができる資質や能力
の育成

次代を担う高校生が、海外留学を通じて、コミュニケーショ
ン能力を高めるとともに、幅広い視野を持ち、国際的感覚
を磨き、グローバル社会の中で主体的に生き抜く力を身に
付けることを目的として、長期留学プログラム（約10か月
間の海外派遣・留学生の受入れ）及び短期留学プログラ
ム（約2週間の海外派遣）を実施する。

・長期留学プログラム： 9人
・短期留学プログラム：26人
　　モントリオール（9人）、セブ（8人）、ホノルル（9人）

継続 6,854 6,915 ▲ 61 指導第二課

4
国際交流・協力事業への助
成

市内の団体が行う国際交流・協力事業に対し補助金を交
付し、市民団体の育成と国際交流・協力事業の推進を図
る。

― 継続 669 854 ▲ 185 国際交流課

5
国際交流ネットワークひろし
まの運営

研修室等の活動コーナーの運営、ホームページ等のイン
ターネットを使用した団体の情報提供を行う。

― 継続 1,554 1,539 15 国際交流課

6 その他
国際青年会館主催事業、ひろしま国際協力事業、姉妹・
友好都市との交流推進事業　など

国際青年会館主催事業：3講座程度
ひろしま国際協力事業：研修生1名の受入れ

継続 7,797 8,582 ▲ 785
国際交流課

育成課　ほか

基本目標7　計 16,874 17,890 ▲ 1,016  
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基本目標８　男女の人権を尊重する市民意識の醸成  

具体的取組 事業・取組の概要 令和2年度実施回数等（予定） 区分
令和2年度当

初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度当
初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

担当課

1
男女共同参画啓発リーフ
レット「奏～SOU～」の発行

職業生活と家庭生活の両立を推進することの意義やメリッ
ト、マタニティハラスメントの防止に関する内容などを掲載
したリーフレットを、母子手帳交付時に配付するほか、市
内の病院、銀行、郵便局等に配布する。

13,000部作成 継続 233 232 1 男女共同参画課

2
小・中学校向け男女共同参
画啓発冊子等による啓発

啓発用冊子を市内の全小学校の5年生、全中学校の2年
生に配付し、授業やホームルームの時間を通じて活用す
ることで、男女共同参画について、若年層からの意識啓発
を図る。

小学校：14,000部、中学校：14,000部作成 継続 704 621 83 男女共同参画課

3 人権啓発事業

広島法務局、広島人権擁護委員協議会等と連携し、啓発
事業（人権啓発キャンペーン、スポーツ組織と連携した啓
発活動等）を実施する。また、市民や企業等への意識啓
発のため、パンフレットやポスターを作成・配布する。

― 継続 9,713 9,724 ▲ 11 人権啓発課

4
性的指向や性同一性障害
などに関する啓発の実施、
教職員等への情報提供等

性的指向や性同一性障害を理由として困難な状況に置か
れている人への対応ついて、正しい理解を促し、偏見をな
くしていくための啓発を行う。（「人権啓発事業」として実
施。）
また、特に、学校現場においては、「性的マイノリティ」とさ
れる児童生徒に適切に対応する必要があることから、教
職員が正しい知識を持つよう、研修会等の機会を捉え、啓
発や情報提供を行う。

― 継続
人権啓発課
健康教育課

5
男女平等教育に関する指導
計画の作成

広島市男女共同参画推進条例や学習指導要領を踏ま
え、社会科や家庭科の学習、道徳の時間、特別活動の時
間など、教育活動全体を通じて、児童生徒の発達段階に
応じ、人権の尊重、男女の平等、男女の相互理解と協力
の重要性、家庭生活の大切さなどについて指導している。

― 継続 指導第二課

6
プロフェッショナル人材活用
事業

市立高校生が、キャリア教育の一環として、社会の第一線
で活躍している企業人や大学教授等から、専門的な講話
や実践的な技術指導等を受けることにより、学習意欲を高
めるとともに、社会的・職業的自立に向け、主体的に進路
選択することができるよう取り組む。

講義：12回程度 継続 932 914 18 指導第二課

7 その他

幼稚園・学校における人権教育の推進や家庭科教育など
の充実、人権教育に係る研修会の充実及び国等が実施
する研修への教職員の参加、保育士の研修、児童館・放
課後児童クラブ指導員研修　など

― 継続 298,512 441,240 ▲ 142,728
指導第二課
保育指導課

放課後対策課　ほか

基本目標8　計 310,094 452,731 ▲ 142,637  
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基本目標９　関係機関等との連携強化及び男女共同参画の調査研究の実施  

具体的取組 事業・取組の概要 令和2年度実施回数等（予定） 区分
令和2年度当

初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度当
初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

担当課

1
「働き方改革推進・働く女性
応援会議ひろしま」の取組

国、県、市町、経済団体などで構成する「働き方改革推
進・働く女性応援会議ひろしま」において、各機関と連携し
て、県内企業における働き方改革や女性の活躍を促進す
るための取組を推進する。

― 継続 男女共同参画課

2
男女共同参画に関するアン
ケート調査

計画の改定に合わせ、男女共同参画・DVに関する市民ア
ンケート調査を実施する（直近ではH31年度）。また、毎
年、市が行う市民意識調査において、男女共同参画・DV
に関する質問を設け、数値の推移を把握する。

― 未実施 0 2,736 ▲ 2,736 男女共同参画課

3 その他
男女共同参画推進センター登録団体ネットワークの形成・
情報交換活動　など

― 継続 男女共同参画課

基本目標9　計 0 2,736 ▲ 2,736

令和2年度当
初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度
当初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

基本計画に掲げた事業・取組に係る予算額 合計 136,418,571 133,468,509 2,950,062

千円 千円 千円

その他　第２次基本計画に掲げられていない管理的な事業・取組

具体的取組 事業・取組の概要 令和2年度実施回数等（予定） 区分
令和2年度当

初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度当
初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

担当課

1
男女共同参画推進センター
指定管理

男女共同参画推進センターの管理運営 ― 継続 64,753 62,070 2,683 男女共同参画課

2
男女共同参画推進センター
整備

福祉環境整備（男子便所の改修）を行う。 ― 新規 6,800 6,070 730 男女共同参画課

3
男女共同参画審議会の運
営

男女共同参画基本計画の改定、年次報告等について審
議する審議会を開催し、意見・提言等をいただく。

― 継続 941 727 214 男女共同参画課

4 その他 男女共同参画一般事務費 ― 継続 2,404 1,127 1,277 男女共同参画課

計　 74,898 69,994 4,904

千円 千円 千円

令和2年度当
初予算額
（千円）　Ａ

令和元年度
当初予算額
（千円）　Ｂ

増減（千円）
A-B

男女共同参画施策予算額 合計 136,493,469 133,538,503 2,954,966

千円 千円 千円

（※一部6月補正

予算額を含む。）

（※6月補正予算額）
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