
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 区分
平成31年度
当初予算額
（千円）　A

平成30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

中堅職員研修、中堅技能・業務職員研修、新
任課長級職員研修における「男女共同参画」
の科目の実施

継続
研修センター
男女共同参
画課

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

女性職員ブラッシュアップ講座１部・2部の実
施及び自治大学校・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

継続 879 985 ▲ 106 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 7,862 7,229 633
教職員課
広報課
ほか

基本目標1　計 8,741 8,214 527 　

平成31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。 

議事資料 
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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 区分
平成31年度
当初予算額
（千円）　A

平成30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無料相談会、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。

継続 1,062 1,189 ▲ 127
男女共同参
画課
雇用推進課

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。

継続 48 48 0
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
でいる市内の事業者を表彰し、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。

継続 338 284 54
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に対
して、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」の実施

継続 138 137 1 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
ンス研修」の実施

職員のワーク・ライフ・バランスを推進するた
め、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、基本研修（階層別研修）で実
施する。

継続 284 284 0 研修センター

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

継続 1,583,966 1,918,808 ▲ 334,842 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

継続 1,386,439 1,426,427 ▲ 39,988
保育企画課
保育指導課
ほか

10 保育人材確保の促進

合同就職説明会の開催、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の検討

継続 5,856 6,084 ▲ 228 保育指導課
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具体的取組 事業・取組の概要 区分
平成31年度
当初予算額
（千円）　A

平成30年度
当初予算額
（千円）　B

増減（千円）
A-B

担当課

11
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

継続 3,138,625 2,948,254 190,371
放課後対策
課
ほか

12 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。

【拡充内容】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（10か所→11か所）

拡充 109,271 114,190 ▲ 4,919
こども・家庭
支援課

13 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・確保に資する取組の
検討、生活援助員確保促進事業　など

継続 26,835 30,822 ▲ 3,987 介護保険課

14 その他

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、創業支援
融資、創業チャレンジ・ベンチャー資金）、創業
チャレンジ・ベンチャー支援事業、広島市農業
経営改善支援センター事業（「家族経営協定」
の普及・啓発）、「まかせんさい」広島市女性
農業士の活動支援　など

継続 1,113,354 541,697 571,657

行政経営課
契約部
男女共同参
画課
産業立地推
進課
技術管理課
商業振興課
農政課
ほか

基本目標2　計 7,366,337 6,988,345 377,992 　
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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 区分
平成31年度
当初予算額
（千円）　A

平成30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 5,420 5,108 312
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、インターネット
を活用した各種情報の提供、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 1,580 1,550 30
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、女性の就労
支援講座、人権教育講座、ボランティアリー
ダー・コーディネーターの養成講座等の各種
講座の開催、チャレンジショップの開設、一時
保育（託児）の実施　など

継続 3,310 3,626 ▲ 316
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 1,000 820 180
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 570 710 ▲ 140
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。

継続 2,762 2,784 ▲ 22
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、意見交換
により新たな活動分野の開拓を図るため、全
国女性消防団員活性化大会へ参加する。
また、若者や女性消防団員を確保するため、
フラワーフェスティバルや大型ショッピング
モールでの広報活動を実施する。

継続 90 25 65 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。

継続 7,790 7,739 51 災害予防課

9
地域団体向け男女共同参
画セミナーの開催

地域活動における方針の立案及び決定過程
への女性の参画を促進するため、地域団体
の代表等を対象に、女性登用や女性のエン
パワーメントなどについての意識変化を促す
ことを目的としたセミナーを開催する。

終了 0 46 ▲ 46
男女共同参
画課

10 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）、男女双方の視点に
配慮した地域防災計画の修正等、ひろしま情
報a-ネットによる情報提供　など

継続 2,960 2,790 170

男女共同参
画課
危機管理課
市民活動推
進課

基本目標3　計 25,482 25,198 284 　
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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 区分
平成31年度
当初予算額
（千円）　A

平成30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、援護を必要と
する高齢者等の自立の支援（介護予防・日常
生活支援総合事業）、セカンドライフ応援プロ
ジェクトの推進　など

継続 93,953,283 91,260,903 2,692,380

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 2,443,085 ▲ 71,875 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

外国人市民のための生活ガイドブックの作
成、多言語によるＤＶ防止啓発パンフレットの
作成、外国人のための相談事業　など

継続 13,784 5,808 7,976

人権啓発課
男女共同参
画課
ほか

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

外国人市民を対象に防災センターでの研修を
行い、外国人市民に災害とはどのようなもの
か認識してもらい、適切な避難行動につなが
るよう防災意識を高めるとともに災害通訳ボラ
ンティアが同行通訳することで災害時におけ
る通訳能力の向上を図る。

継続 353 603 ▲ 250 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
庭居場所づくり事業　など

【拡充内容】実施箇所を1か所拡大（4か所→5
か所）

継続
拡充

6,340,342
(内数
9,817)

5,356,470
(内数
8,758)

983,872
(内数
1,059)

こども・家庭
支援課
ほか

6
若者の自立・就労支援対策
事業

ニート、休職中の者、転職を考えている者、在
学中で就職に悩んでいる者など、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。

継続 6,240 6,182 58 雇用推進課

7 その他
低床バス・低床路面電車の導入補助、留学生
会館主催事業　など

継続 88,819 87,453 1,366
都市交通部
国際交流課
ほか

102,774,031 99,160,504 3,613,527 　
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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 区分
平成31年度
当初予算額
（千円）　A

平成30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Ｄ
Ｖ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
をタウン情報誌に掲載【拡充】

拡充 439 155 284
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。視覚障害者向けの点
字リーフレットについても作成・配付する。

【拡充内容】母子手帳交付時にリーフレットを
配布し、DVセンターへの相談のおよそ半数を
占める20代・30代に対し重点的に啓発を行
う。

拡充 587 457 130
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
などに合わせて、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。

継続 562 455 107
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）

継続 11,567 11,188 379
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 346 380 ▲ 34
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
営費を補助する。

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 11,372 11,648 ▲ 276
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 20,504,729 20,821,060 ▲ 316,331

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

20,530,843 20,846,584 ▲ 315,741 　
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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 区分
平成31年度
当初予算額
（千円）　A

平成30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。

継続 1,097,717 1,112,824 ▲ 15,107
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。

継続 8,932 12,683 ▲ 3,751
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。

継続 81,792 86,216 ▲ 4,424
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。

継続 1,290 1,285 5
こども・家庭
支援課

5 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 1,133,509 1,060,632 72,877 健康推進課

6 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）、　不妊治療費助
成　など

継続 408,677 417,541 ▲ 8,864
こども・家庭
支援課
ほか

2,731,917 2,691,181 40,736 　
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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 区分
平成31年度
当初予算額
（千円）　A

平成30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

WENET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。

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。

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１
０か月間の海外派遣・留学生の受け入れ）に
加え、短期留学プログラム（約３週間の海外
派遣）を実施する。

継続 6,915 6,939 ▲ 24 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 854 853 1 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 1,539 1,555 ▲ 16 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、ドイツ
との交流推進事業

継続
新規

13,793
(内数
5,000)

12,195 1,598
(内数
5,000)

育成課
国際交流課

23,101 21,542 1,559 　
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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 区分
平成31年度
当初予算額
（千円）　A

平成30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布するほか、市内の病
院、銀行、郵便局等に配布する。

継続 232 225 7
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。

継続 621 705 ▲ 84
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 9,724 9,832 ▲ 108 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（3「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んでい
る。

継続 858 880 ▲ 22 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 441,292 316,751 124,541

指導第二課
保育指導課
放課後対策
課
ほか

452,727 328,393 124,334 　
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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 区分
平成31年度
当初予算額
（千円）　A

平成30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（平成
31年度実施予定）。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。

継続
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

0 0 0

平成31年度
当初予算額

平成30年度
当初予算額

増減

基本計画に掲げた事業・取組に係る予算額 合計 133,913,179 130,069,961 3,843,218

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 区分
平成31年度
当初予算額
（千円）　A

平成30年度
当初予算額
（千円）　B

増減（千円）
A-B

1
男女共同参画推進センター
指定管理（事業費を除く）

男女共同参画推進センターの管理運営を指
定管理者に委託する。（人件費及び施設管理
費）

継続 50,190 49,819 371

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）及びPCB廃
棄物の処理を行う。

新規 6,070 4,300 1,770

3
男女共同参画審議会の運
営

男女共同参画の推進に関する年次報告等に
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 363 372 ▲ 9

4 その他 男女共同参画一般事務費 継続 1,127 1,065 62

計　 57,750 55,556 2,194

千円 千円 千円

平成31年度
当初予算額

平成30年度
当初予算額

増減

男女共同参画施策予算額 合計 133,970,929 130,125,517 3,845,412

千円 千円 千円
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