Ⅱ 関 連 施 策 ･ 事 業 の 実 施 状 況
※平成27年度において，
「第２次鹿児島県男女共同参画基本計画」（計画期間：平成25年度〜
平成29年度）に基づき実施した関連施策・事業を掲載している。

○第２次鹿児島県男女共同参画基本計画の体系
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平成28年度「第２次鹿児島県男女共同参画基本計画」関連事業・取組一覧
重点目標１
施策の方向
(1) 男女共同
参画の視
点に立っ
た制度や
慣行の見
直し

男女共同参画社会の形成を阻害する社会制度・慣行の見直し，意識の改革
施策の概要

具体的施策

事業・取組

① 男女共同参画の推進に関す 男女共同参画社会の形成に配慮し
男女共同参画推進事業
る施策の総合的・計画的実 た施策の策定・実施
施
男女共同参画基本計画に基づく施
男女共同参画推進事業 【再掲】
策の進行管理
② 県民の意見を反映させた男
女共同参画関連施策策定・
実施
③ 社会的性別(ジェンダー）に配
慮した相談体制の充実

男女共同参画室
男女共同参画室

男女共同参画に関する県の施策に
男女共同参画に関する県の施策に対する申出処理
対する県民の申出への対応
男女共同参画室
制度
性別に起因する問題や悩みを抱え
る県民からの相談への対応
男女共同参画相談事業
様々な相談窓口における相談対応
・かごしま子ども・若者総合相
談センター
・ハートピアかごしま
・精神保健福祉センター
・児童相談所
・女性相談センター
・女性健康支援センター
・不妊専門相談センター
・若者就職サポートセンター
・総合教育センター
・性犯罪被害110番
・少年サポートセンター 等

(2) 広報・啓発 ① 広報活動を通じた男女共同
参画に関する普及啓発
活動を通じ
た男女共
同参画に
ついての ② 男女共同参画の理解を深め
るための普及啓発と情報提
理解促進
供

所管課等

男女共同参画センター

若者自立支援対策推進事業
（かごしま子ども・若者総合相談センター，
ひきこもり地域支援センター事業）

青少年男女共同参画課

精神保健福祉センター事業

障害福祉課

心の健康づくり推進事業

障害福祉課

自殺予防対策事業

障害福祉課

婦人保護更正費

子ども福祉課

婦人保護費

子ども福祉課

女性健康支援センター事業

子ども福祉課

不妊専門相談センター事業

子ども福祉課

若者就職サポートセンター管理運営事業

雇用労政課

児童生徒への各種相談事業

義務教育課

少年相談活動

少年課

性犯罪被害110番による相談の受理

捜査第一課

県政広報媒体を活用した男女共同
県政広報活動
参画の普及啓発
(テレビ・ラジオ，広報誌(紙)，ホームページ等）
「男女共同参画週間」を中心とした 男女共同参画社会促進事業
普及・啓発
（男女共同参画週間事業）
県男女共同参画センターにおける
各種講座の開催と図書等の閲覧･ 男女共同参画社会促進事業
（各種講座の開催，図書等の閲覧・貸出）
貸出

広報課

男女共同参画センター

男女共同参画センター

女性の活躍推進支援事業
男女共同参画情報提供事業
（情報紙の発行）
人権に対する正しい理解促進のた
人権啓発推進事業
めの普及啓発
③ 県及び市町村職員の男女共 職場研修の実施
同参画に関する理解促進

男女共同参画職場研修

男女共同参画センター

人権同和対策課
男女共同参画室

自治研修センターにおける研修の
きらめき職員･職場づくり事業
実施

行政管理室

男女共同参画行政担当者を対象と
男女共同参画連絡調整事業
した研修の実施
（男女共同参画行政担当者等研修会等）

男女共同参画室
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(2) 広報・啓発 ③ 県及び市町村職員の男女共 市町村職員研修への講師派遣
活動を通じ
同参画に関する理解促進
た男女共
同参画に
ついての
理解促進
(3) 男女共同 ① 男女共同参画の現状等に関
参画に関
する情報等の収集・提供
する調査
研究，情
報収集･提
供の充実

「かごしま男女共同参画の状況」
（年次報告書）の作成

男女共同参画出前講座

男女共同参画室

「かごしま男女共同参画の状況」 （年次報告書）の
作成

男女共同参画室

県男女共同参画センター等におけ
男女共同参画情報提供事業
る各種情報の収集･提供
（情報紙の発行，各種情報の収集･提供）
男女共同参画センター

男女共同参画社会促進事業
（図書等の閲覧･貸出）
② 調査や統計における男女別 各種調査における性別によるデー
統計（ジェンダー統計）の充 タの集計･分析及び結果の施策へ 各種調査における性別･年代によるデータの集計･
分析の要請
の反映
実
(4) メディアに ① メディアに対する男女の人権
おける男
に配慮した表現等の要請
女共同参
画の推進
とメディア･ ② 公的広報･出版物等における
男女共同参画の視点に立っ
リテラシー
た表現への配慮
の向上

男女共同参画室

メディアに対する協力要請
メディアに対する協力要請
県･市町村職員を対象とした男女共
同参画の視点を踏まえた公的広報 県政広報活動
(県市町村広報担当者会議）
についての研修の実施
各種研修会の実施

男女共同参画室

広報課

男女共同参画室

男女共同参画の視点を踏まえた広
広報マニュアルの職員コミュニケーションシステムへ
報･出版物等の作成
男女共同参画室
の掲載県政広報媒体事前確認
③ メディア･リテラシーの向上の メディア･リテラシー向上のための
ための取組
講座の開催及び広報･啓発

男女共同参画社会促進事業
（各種講座の開催）

男女共同参画センター

配偶者等からの暴力対策推進事業
（デートDV防止お届けセミナー）

重点目標２
施策の方向
(1) 学校等に
おける人
権尊重と
男女平等
を推進す
る教育の
充実

男女共同参画を正しく理解し，社会のあらゆる分野において推進する教育･学習の充実
施策の概要

具体的施策

事業・取組

① 教育関係者が男女共同参画 教職員（幼稚園教諭を含む。）に対 男女共同参画連絡調整事業
を正しく理解するための研修 する男女共同参画に関する研修の （男女共同参画出前講座）【再掲】
等の取組の促進
実施

所管課等

男女共同参画室

男女共同参画社会促進事業
（学校への男女共同参画お届けセミナー）
男女共同参画センター

配偶者等からの暴力対策推進事業
（デートDV防止お届けセミナー）【再掲】
子どもたちの男女共同参画学びの広場推進事業

男女共同参画センター

管理職研修会

教職員課

初任者研修事業，現職教員等研修事業，県総合教
義務教育課
育センター短期研修事業

② 学校教育活動全体を通した
人権尊重と男女平等を推進
する取組の充実

保育士に対する男女共同参画に関
保育所特別保育等研修会
する学習機会の提供

青少年男女共同参画課

県立短期大学における人権・男女
共同参画に関する教育の実践
人権・男女共同参画に関する教養科目の開講

学事法制課

生徒や教職員，保護者を対象とし
た出前講座やセミナーの開催

男女共同参画社会促進事業
（学校への男女共同参画お届けセミナー，人権・男
女共同参画教育セミナー）

男女共同参画センター

配偶者等からの暴力対策推進事業
（デートDV防止お届けセミナー）【再掲】
子どもたちの男女共同参画学びの広場推進事業
【再掲】
男女共同参画の視点に立った道徳
道徳教育総合支援事業
教育及び人権教育の研究･実践
（小中学校）
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男女共同参画センター

義務教育課

(1) 学校等に
おける人
権尊重と
男女平等
を推進す
る教育の
充実

(2) 家庭や地
域におけ
る男女共
同参画の
理解促進

② 学校教育活動全体を通した
人権尊重と男女平等を推進
する取組の充実

男女共同参画の視点に立った道徳
人権教育研究指定校事業
教育及び人権教育の研究･実践
（小・中学校）（人権教育開発事業）

人権同和教育課

教職員を対象とした人権･男女平等 人権教育教職員等研修会
教育に関する研修の実施
（人権教育研修事業）

人権同和教育課

① 地域社会における男女共同 男女共同参画に関する各種講座
参画に関する学習機会の提 の開催や各地の各種団体等が開
供
催するセミナーへの講師派遣

人権教育管理職研修会
人権教育指導者育成研修会
教育行政等職員人権教育研修
人権教育実践研修会
（人権教育推進事業）

人権同和教育課

男女共同参画連絡調整事業
（男女共同参画出前講座）【再掲】

男女共同参画室

男女共同参画社会促進事業
（各種講座の開催） 【再掲】

男女共同参画センター

子どもたちの男女共同参画学びの広場推進事業
【再掲】

男女共同参画センター

② 社会教育における男女共同 社会教育における人権や男女共同
参画に関する教育・学習の 参画に関する学習･啓発活動の推 人権教育啓発活動促進事業
進
推進
学校，家庭，地域の連携による人
権や男女共同参画に関する教育
の推進

人権教育総合推進地域事業（人権教育開発事業）

③ 男女共同参画の視点に立っ 家庭教育関係者の男女共同参画
た家庭教育の推進と相談体 の理解促進と家庭教育に係る相談 地域ぐるみの家庭教育支援事業
（家庭教育支援員研修会）
制の充実
の充実
保護者等に対する男女共同参画
の理解促進のための学習機会の
提供

男女共同参画連絡調整事業
（男女共同参画出前講座）【再掲】

社会教育課

人権同和教育課

社会教育課

男女共同参画室

男女共同参画社会促進事業
（学校への男女共同参画お届けセミナー） 【再掲】
男女共同参画センター

配偶者等からの暴力対策推進事業
（デートDV防止お届けセミナー）【再掲】
子どもたちの男女共同参画学びの広場推進事業
【再掲】

男女共同参画センター

(3) 多様な選 ① 男女共同参画の視点に立っ 生徒･学生の主体的な進路選択能
自己理解と自己実現をめざす進路指導
義務教育課
択を可能
た総合的なキャリア教育の推 力の育成
にする教
進と進路･就職指導の充実
育及び能
未来を拓くキャリア教育の推進
高校教育課
力開発･学
習機会の
多様な職業選択を推進する指導と
充実
義務教育課
そのための教育関係者に対する研
進路･就職指導に携わる教育関係者を対象とする研
修会等の実施
修会
高校教育課
職場体験やインターンシップの機
会の提供

自己理解と自己実現をめざす進路指導 【再掲】

義務教育課

未来を拓くキャリア教育の推進【再掲】

高校教育課

女子学生･生徒の理工系分野への
鹿児島県理科に関する研究記録展
進学促進

義務教育課

② 生涯にわたる学習機会の充 男女のニーズに対応する学習や能 男女共同参画社会促進事業
実と能力開発の促進
力開発の機会の提供
（各種講座の開催） 【再掲】
男女共同参画センター

配偶者等からの暴力対策推進事業
（デートDV防止お届けセミナー）【再掲】
学習機会提供事業
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社会教育課

重点目標３
施策の方向

生涯を通じた男女の健康の保持･増進
施策の概要

(1) 生涯を通じ ① 心身及びその健康について
た男女の
の正しい知識の普及と情報
健康支援
提供

具体的施策
健康に関する情報提供や健康相
談等の実施

事業・取組

ホームページ等を活用した情報提供

所管課等

健康増進課

がん克服総合推進事業
（女性の健康支援セミナー，女性特有の疾患普及啓 健康増進課
発）
かごしま食の健康応援店の拡大
（健康づくりを支援する社会環境整備事業）
女性健康支援センター等で思春期
から更年期にいたる女性に対し，
女性の健康に関する相談援助体 女性健康支援センター事業 【再掲】
制の整備
② 男女の身体的違いやニーズ 健康づくりを支援する社会環境の
を踏まえた健康づくりの支援 整備

健康増進課

子ども福祉課

かごしま食の健康応援店の拡大
（健康づくりを支援する社会環境整備事業）【再掲】

健康増進課

職場の健康づくり賛同事業所の拡充
（健康づくりを支援する社会環境整備事業）

健康増進課

特定健康診査等負担金事業

国保指導室

保険者による健診･保健指導等推進支援事業

国保指導室

メタボリックシンドローム予防対策事業

健康増進課

脳卒中対策推進事業

健康増進課

生活習慣病の予防･改善の取組

こころの健康づくりに関する普及啓
保健所における健康相談
発，相談対応

健康増進課

心の健康づくり推進事業 【再掲】

障害福祉課

地域自殺対策強化事業

障害福祉課

自殺予防対策事業 【再掲】

障害福祉課

自殺防止のための総合的な取組

③ 性別や男女のニーズに応じ
た医療，健（検）診及び相談
の環境整備

女性が受診，相談しやすい医療機
女性にやさしい医療機関の拡充，女性の健康サ
関等の拡充
健康増進課
ポート薬局の拡充，女性の健康づくり協力店の拡充
がん検診の普及啓発と検診受診率 がん克服総合推進事業
向上の取組
（女性の健康支援セミナー，女性特有の疾患普及啓 健康増進課
発）

④ 食育の推進

(2) 妊娠･出産 ① 妊娠･出産期における健康管
等に関す
理の充実
る健康支
援と性に
関する正し
い理解の
促進

地域や学校等における食育の推進
地域健康づくり推進事業

健康増進課

かごしまの 食 推進事業

農 政 課

学校給食指導事業

保健体育課

妊婦検診の適正な受診と早期の妊
母子保健従事者研修事業
娠届出の勧奨

子ども福祉課

妊娠・出産期における女性の健康
ハイリスク母子保健対策事業
管理の充実

子ども福祉課

産後ケア推進事業
妊娠中・出産後の女性に対する協
力施設における女性の利便性の確 パーキングパーミット制度
保
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子ども福祉課

障害福祉課

(2) 妊娠･出産 ② 周産期医療や救急医療体
等に関す
制，小児医療体制の充実
る健康支
援と性に
関する正し
い理解の
促進

女性健康支援センター等での妊
娠･出産に係る相談援助体制の整 女性健康支援センター事業 【再掲】
備

子ども福祉課

周産期母子医療センターの整備，
周産期医療に携わる人材の養成･ 研修･現任教育体制の構築，看護師等養成所への
確保，緊急搬入受入体制の確保 運営費補助

保健医療福祉課

産科医療体制の充実

小児医療体制の充実

③ 不妊治療に関する支援の充 不妊治療に要する費用の助成
実

④ 性に関する正しい知識の普
及

医師勤務環境改善等事業
（産科医等確保支援事業）

地域医療整備課

周産期母子医療センター支援事業

子ども福祉課

周産期医療体制推進事業

子ども福祉課

産科医療体制確保支援事業

子ども福祉課

医師勤務環境改善等事業
（産科医等確保支援事業） 【再掲】

地域医療整備課

周産期母子医療センター支援事業【再掲】

子ども福祉課

周産期医療体制推進事業 【再掲】

子ども福祉課

産科医療体制確保支援事業【再掲】

子ども福祉課

医師勤務環境改善等事業
（新生児医療担当医確保支援事業）

地域医療整備課

小児救急電話相談事業

地域医療整備課

小児救急医療拠点病院運営費補助

地域医療整備課

小児慢性疾病児支援事業

子ども福祉課

小児在宅医療推進事業

子ども福祉課

不妊治療費助成事業

子ども福祉課

離島地域不妊治療支援事業

子ども福祉課

不妊治療に関する情報提供と相談
不妊専門相談センター事業【再掲】
体制の充実

子ども福祉課

保健所による学校における健康教 女性健康支援センター事業
室等の実施
（思春期保健対策）【再掲】

子ども福祉課

学校教育活動全体を通じた性に関
学校における性に関する指導の実施
する指導の実施

保健体育課

① 性感染症の予防から治療ま エイズの予防に関する啓発
(3) 性感染
での総合的対策の推進
症，薬物
乱用，喫
エイズの相談，検査，医療体制の
煙・飲酒対
充実
策の推進

エイズ予防対策事業（エイズの予防）

健康増進課

エイズ予防対策事業
（エイズの相談・検査・医療）

健康増進課

学校における性感染症に関する教
学校における性に関する指導の実施 【再掲】
育の推進
② 薬物乱用防止対策の推進

保健体育課

薬物の供給遮断と乱用者の取締り
薬物の供給遮断と乱用者の取締り
薬物乱用防止のための正しい知識
薬物乱用防止対策事業
の普及と相談の実施
危険ドラッグ対策事業
学校における薬物乱用防止のため
学校保健総合支援事業
の教育の実践
（薬物乱用防止教室推進のための講習会）
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組織犯罪対策課
薬 務 課
薬 務 課
保健体育課

③ 喫煙・飲酒対策の推進
(3) 性感染
症，薬物
乱用，喫
煙・飲酒対
策の推進

禁煙･受動喫煙防止対策の取組

喫煙･飲酒が健康に及ぼす影響に
ホームページ等を活用した情報提供
関する情報提供

学校における喫煙･飲酒予防のた
めの正しい知識の普及
(4) 女性の医
療関係者
が能力を
発揮しや
すい環境
の整備

① 医療分野における女性の就 未就業看護職員の就業促進
業継続・再就業の支援
離職中の女性の医師の再就業促
進
② 医療関係者の仕事と生活の 病院内保育所の充実
両立支援

(5) 健康づくり ① 男女を問わずスポーツに親し
のための
むことができる環境整備
生涯にわ
たるスポー ② スポーツ活動における女性
ツ活動の
の参画の拡大
推進

重点目標４
施策の方向
(1) 暴力の根
絶に向け
た社会基
盤づくり

受動喫煙防止の環境整備
（健康づくりを支援する社会環境整備事業）

健康増進課

健康増進課

たばこ対策促進教育事業
（薬物乱用防止対策事業） 【再掲】

薬 務 課

学校保健総合支援事業
（薬物乱用防止のための講習会）【再掲】

保健体育課

看護職員確保対策事業
（ナースセンター事業）

保健医療福祉課

緊急医師確保対策事業
（女性医師復職研修事業）

地域医療整備課

看護職員確保対策事業
（病院内保育所運営費補助事業）

保健医療福祉課

地域における生涯スポーツ環境の
整備
マイライフ･マイスポーツ運動推進事業

保健体育課

女性のスポーツ指導者の養成･活
用

保健体育課

スポーツ推進委員協議会女性部会

男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶
施策の概要

① 暴力を容認しない意識の醸
成と環境づくり

具体的施策

所管課等

「女性に対する暴力をなくす運動」 配偶者等からの暴力対策推進事業
を中心とした広報･啓発
（女性に対する暴力防止キャンペーン）

男女共同参画セン
ター
男女共同参画室

子どもに対する暴力の根絶に向け
オレンジリボン･キャンペーン
た広報･啓発

子ども福祉課

有害環境浄化活動の強化による少
年の非行防止･保護総合対策の推 青少年非行防止対策
進

少 年 課

安全確保や犯罪防止を図るための 女性に対する安全講話
情報提供
（護身術訓練）

生活安全企画課

メディア･リテラシー向上のための
取組推進

② 子どもや若年層の間で起き
る暴力を予防する啓発の推
進

事業・取組

デートDV防止のための予防啓発

男女共同参画社会促進事業
（各種講座の開催） 【再掲】

男女共同参画センター

男女共同参画情報提供事業
（情報紙の発行） 【再掲】

男女共同参画センター

配偶者等からの暴力対策推進事業

男女共同参画センター

配偶者等からの暴力対策推進事業
（デートDV防止お届けセミナー）【再掲】

男女共同参画センター

男女共同参画社会促進事業
（若者による暴力未然防止活動の支援）

男女共同参画センター

子どもや若年層への暴力予防啓発
男女共同参画社会促進事業
の取組
（子どもや若年層への暴力予防啓発の取組）
男女共同参画センター

配偶者等からの暴力対策推進事業
（デートDV防止お届けセミナー）【再掲】
暴力を許さない人権教育の推進
人権教育研修資料作成･配布（人権教育推進事業） 人権同和教育課
③ 暴力被害者の総合的支援体 犯罪被害者に対する相談対応，カ
制の整備
ウンセリング，経済的支援
犯罪被害者支援センター運営補助

相談広報課

警察安全相談業務の強化
相談員等のスキルアップ事業
④ メディアにおける性･暴力表
現への対応

わいせつな情報･広告物等への厳
わいせつな情報･広告物等への厳正な対処
正な対処
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相談広報課
生活環境課

(1) 暴力の根
絶に向け
た社会基
盤づくり
(2) 配偶者等
からの暴
力の防止
及び被害
者支援の
推進

④ メディアにおける性･暴力表
現への対応

有害図書，有害情報に対する対策
青少年環境づくり推進事業
の推進

青少年男女共同参画課

業界による自主規制等の取組促進
青少年環境づくり推進事業 【再掲】
① 総合的施策の推進と関係機
「鹿児島県配偶者暴力防止計画」
配偶者等からの暴力対策推進事業
関・民間団体等との連携・協 に基づく施策の推進
力体制の充実
市町村における配偶者等からの暴
配偶者等からの暴力対策推進事業
力対策の取組の支援

男女共同参画室
男女共同参画室

「配偶者等からの暴力対策会議｣
や ｢地域別ネットワーク会議」 等 配偶者等からの暴力対策推進事業
（配偶者等からの暴力対策会議，
による関係機関･団体との連携強
地域別ネットワーク会議）
化

男女共同参画室

各警察署における ｢配偶者暴力
事案相談業務等に係る関係機関 DV・ストーカー等相談業務に係る関係機関連絡会
連絡会議」 による関係機関との連 議
携強化

生活安全企画課

② 被害者の早期発見のための 地域における配偶者等からの暴力
環境づくり
についての啓発や情報提供
配偶者等からの暴力対策推進事業【再掲】
民生委員･児童委員，人権擁護委
員，育児･介護サービス提供者によ 配偶者等からの暴力対策推進事業
（支援者向けリーフレットの活用）
る早期発見･対応
民生委員指導事業
保健･医療機関，学校 （幼稚園を 配偶者等からの暴力対策推進事業
含む。），保育所等における早期発 （DVに関する職場研修）
見･対応
配偶者等からの暴力対策推進事業
（医療機関等における啓発資料の設置）
配偶者暴力防止法に基づく通報及
び児童虐待防止法に基づく通告制 配偶者等からの暴力対策推進事業
度の広報

③ 被害者の安全の確保

青少年男女共同参画課

男女共同参画センター

男女共同参画室

社会福祉課

男女共同参画室

男女共同参画室

男女共同参画室

婦人保護費 【再掲】

子ども福祉課

オレンジリボン･キャンペーン【再掲】

子ども福祉課

DV防止法等に基づく加害者の検挙，指導警告等

生活安全企画課

婦人保護費 【再掲】

子ども福祉課

被害者の保護及び再発防止
一時保護所における保護の実施
配偶者暴力相談支援センター及び
警察における被害者に対する保護 配偶者等からの暴力対策推進事業【再掲】
命令制度等安全確保のための各
種制度の情報提供と利用支援
男女共同参画相談事業 【再掲】
婦人保護費 【再掲】

子ども福祉課

婦人保護更正費 【再掲】

子ども福祉課

DV防止法に基づく情報提供

生活安全企画課

④ 被害者の心身の健康回復と 配偶者暴力相談支援センターにお
自立の支援
ける相談対応，情報提供及び助言 男女共同参画相談事業 【再掲】
等による自立支援 (就業促進，住
宅確保，各種支援措置制度の活
婦人保護費 【再掲】
用，子どもの就学等）
婦人保護更正費 【再掲】
女性相談センターにおける心理学
婦人保護費 【再掲】
的な援助
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男女共同参画センター

男女共同参画センター

子ども福祉課
子ども福祉課
子ども福祉課

(2) 配偶者等 ④ 被害者の心身の健康回復と 男女共同参画センターにおける法
律的･医学的援助と自助グループ 男女共同参画相談事業 【再掲】
自立の支援
からの暴
の育成･支援
力の防止

及び被害
者支援の
推進

県営住宅への優先入居の実施及
び市町村住宅への優先入居･目的 県営住宅管理事業
外使用の実施の促進

住宅政策室

就職時及び住宅等賃貸時の身元
保証

子ども福祉課

身元保証人確保対策事業
（児童保護措置費）

⑤ 相談員等の養成による相談 配偶者暴力相談支援センターや市 配偶者等からの暴力対策推進事業
町村，民間団体の支援関係者を対 （相談業務研修会，DVアドバイ
体制の充実
象とした研修の実施
ザー派遣事業等）
男女共同参画センター相談員に対 男女共同参画相談事業
するスーパービジョンの実施
（スーパービジョン）
婦人相談員等に対する研修の実
施
⑥ 家庭内の暴力により心理的
外傷を受けた子どもへの支
援

男女共同参画センター

婦人保護更正費
（婦人保護業務相談員研修会）

男女共同参画室

男女共同参画センター

子ども福祉課

児童相談所における子どもへの支
児童虐待防止対策事業
援

子ども福祉課

配偶者暴力相談支援センターにお
男女共同参画相談事業 【再掲】
ける子どもの対応

男女共同参画センター

婦人保護費 【再掲】
学校等における子どもに対する対
児童生徒への各種相談事業【再掲】
応
⑦ 交際相手からの暴力への対 配偶者暴力相談支援センターにお
男女共同参画相談事業【再掲】
応
ける相談対応

教職員等に対する研修の実施

子ども福祉課
義務教育課
男女共同参画センター

婦人保護費 【再掲】

子ども福祉課

配偶者等からの暴力対策推進事業
（デートDV防止お届けセミナー）【再掲】

男女共同参画センター

警察による相談対応，被害発生の
加害者の検挙，指導警告等
防止
同世代の相談を受けるピアサポー 男女共同参画社会促進事業
ターの養成及びピアカウンセリング （ピアサポーター養成講座）
の実施
男女共同参画相談事業
（ぴあ・すてーしょん）

生活安全企画課

男女共同参画センター

⑧ ストーカー行為等への厳正な 警察における被害の発生防止の措 行為者に対する警告･検挙･禁止命令，被害者の保
生活安全企画課
対処等
置
護等
(3) 性犯罪へ
の対策の
推進

① 性犯罪への適切な対処と性 性犯罪事案への適切な対処
犯罪防止のための環境づくり

不安防止条例，ストーカー規制法や配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護に関する法律等を活用 生活安全企画課
した適切な対応
性犯罪等女性被害にかかる犯罪への迅速な対応

性犯罪捜査体制の整備，性犯罪捜
査指導官･性犯罪捜査指導係の効
果的運用と性犯罪捜査官の育成 性犯罪指定捜査員の効果的な運用
性犯罪の潜在化防止に向けた広
報と安心して届出のできる環境づく 女性被害相談等の受理
り

性犯罪防止の広報･啓発
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捜査第一課

捜査第一課

地 域 課

性犯罪110番による相談の受理【再掲】

捜査第一課

配偶者等からの暴力対策推進事業
（女性に対する暴力防止キャンペーン） 【再掲】

男女共同参画センター

女性に対する安全講話
（護身術訓練） 【再掲】

生活安全企画課

(3) 性犯罪へ
の対策の
推進

② 被害者への支援･配慮

｢性犯罪被害110番｣ 等による相
性犯罪110番による相談の受理 【再掲】
談対応の実施

捜査第一課

指定被害者支援要員による被害者
の人権・心情に配慮した被害者支 女性被害者相談等の受理
援

相談広報課

関係機関等における被害者の支援 関係機関等における被害者の支援体制の整備の促
男女共同参画室
体制の整備の促進
進

(4) 子どもに
対する性
的な暴力
の根絶に
向けた対
策の推進

① 被害を受けた子どもの早期
発見･相談･支援

「犯罪被害者等支援総合窓口」等
による相談対応，広報啓発の実施 くらし安全・安心まちづくり事業

生活・文化課

検査･診察･カウンセリング等に要
する費用の公費負担

相談広報課

公費負担制度

関係機関の連携等による虐待の早
期発見と早期対応の体制づくり
児童虐待防止対策事業【再掲】

被害を受けた子どもの相談･支援
等

子ども福祉課

児童虐待防止対策

少 年 課

児童虐待防止対策事業 【再掲】

子ども福祉課

防犯・安全対策の強化
｢子ども110番の家｣ 充実強化事業
地域住民への防犯情報提供事業
② 児童ポルノ対策の推進

生活安全企画課

児童ポルノ事案への適切な対処
関係法令の適用
児童ポルノ事案の被害防止対策の 児童の被害防止対策と少年相談の推進
推進
メディアによる子どもに対する性･
暴力表現の流通･閲覧等に関する 青少年環境づくり推進事業【再掲】
対策

③ 児童買春対策の推進

生活安全企画課

少 年 課

青少年男女共同参画課

児童買春事案への適切な対処
児童買春事案の被害防止対策の
推進

関係法令の適用【再掲】
児童の被害防止対策と少年相談の推進 【再掲】

少 年 課

児童生徒への各種相談事業【再掲】

義務教育課

被害児童生徒に対する適切な対処
援助交際及び出会い系サイト等の
利用防止のための教育，啓発活動 青少年環境づくり推進事業【再掲】
の推進

(5) 売買春･人 ① 売買春対策の推進
身取引対
策の推進

② 人身取引対策の推進

青少年男女共同参画課

情報モラル教育の充実･推進

義務教育課

女性相談センターへの通報・紹介

生活環境課

売買春事案への適切な対処
売買春からの女性の保護，社会復
婦人保護更正費 【再掲】
帰支援

子ども福祉課

人身取引事案への適切な対処
人身取引被害者の発見･保護，支
援

人身取引事案への適切な対処

生活環境課

婦人保護費 【再掲】

子ども福祉課

人身取引事犯の情報提供を呼びかけるポスター等
及び匿名通報ダイヤルの広報

生活環境課

(6) セクシュア ① 雇用の場におけるセクシュア 労働条件実態調査による企業のセ
ル・ハラス
ル・ハラスメント防止対策の クシュアル･ハラスメント対策取組
労働条件実態調査事業
メント防止
促進
状況の把握･公表
対策の推
進
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雇用労政課

(6) セクシュア ① 雇用の場におけるセクシュア 広報誌 ｢労働かごしま｣ による法
労使関係近代化促進事業
ル・ハラス
ル・ハラスメント防止対策の 制度の普及･啓発
（広報誌 「労働かごしま」 の発行）
メント防止
促進
対策の推
県職員を対象としたセクシュアル･
進
ハラスメント防止研修の実施と相談 きらめき職員･職場づくり事業
体制の整備
相談窓口の設置
警察職員を対象としたセクシュア
ル･ハラスメント防止対策の推進

雇用労政課

行政管理室
人 事 課

セクシュアル･ハラスメント防止に関する教養等の実
施

警 務 課

相談窓口の設置
② 教育の場におけるセクシュア 教育関係者を対象としたセクシュア
ル・ハラスメント防止対策の ル･ハラスメント防止研修の実施， 管理職研修会 【再掲】
推進
再発防止及び被害者の相談・精神
的ケア体制の整備等
被害者である教職員の相談窓口の設置

重点目標５
施策の方向

教職員課
教職員課

人権教育教職員等研修会 【再掲】
（人権教育研修事業）

人権同和教育課

人権教育管理職研修会 【再掲】
（人権教育推進事業）

人権同和教育課

被害者である児童生徒等の相談体制の整備

義務教育課

生活上の困難や課題に直面する人々が安心して暮らせる環境の整備
施策の概要

(1) ひとり親家 ① ひとり親家庭等への経済的
庭等への
支援
支援

具体的施策

事業・取組

所管課等

母子父子寡婦福祉資金の貸付け
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
ひとり親家庭等たすけあい資金の
ひとり親家庭等たすけあい資金貸付事業
貸付け

子ども福祉課
子ども福祉課

児童扶養手当の給付
児童扶養手当給付事業

子ども福祉課

ひとり親家庭医療費助成事業

子ども福祉課

ひとり親家庭等への医療費の助成
② ひとり親家庭の母等の就業
等自立の支援

(2) 困難な状
況に置か
れた若者
などの自
立に向け
た支援

① 若年期の自立支援

ひとり親家庭等への就業相談等の
実施とひとり親家庭自立支援給付 ひとり親家庭等就労支援対策事業
金の支給

子ども福祉課

母子福祉センターの運営費補助及
びひとり親家庭の連携促進
県母子寡婦福祉連合会運営費補助事業

子ども福祉課

ひとり親家庭への家庭生活支援員
ひとり親家庭等日常生活支援事業
の派遣

子ども福祉課

母子家庭の母等に対する職業訓
練

雇用労政課

雇用セーフティネット対策事業
（母子家庭の母等に対する職業訓練）

キャリア教育･職業教育の充実とラ
キャリアカウンセラー配置事業
イフプランニングの支援
相談員等支援に携わる人材の養
成
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若者自立支援対策推進事業
（かごしま子ども・若者総合相談センター，
ひきこもり地域支援センター事業） 【再掲】

高校教育課

青少年男女共同参画課

(2) 困難な状
況に置か
れた若者
などの自
立に向け
た支援

① 若年期の自立支援

関係機関のネットワークの構築，相 若者自立支援対策推進事業
談･支援体制の充実等
（子ども･若者支援地域協議会）

青少年男女共同参画課

若者自立支援対策推進事業
（かごしま子ども・若者総合相談センター，
ひきこもり地域支援センター事業） 【再掲】

青少年男女共同参画課

児童自立生活援助事業
（児童保護措置費）

子ども福祉課

地域若者サポートステーション

雇用労政課

スクールカウンセラー配置事業

義務教育課

育英財団貸付事業

総務福利課

修学のための学資金の貸与
② 暴力被害者の支援

暴力被害者の精神的回復と自立に
男女共同参画相談事業 【再掲】
向けた支援
婦人保護費 【再掲】

子ども福祉課

児童生徒への各種相談事業【再掲】

義務教育課

犯罪被害者支援センター運営補助 【再掲】
③ 地域から孤立する可能性の
ある人への支援

地域見守りネットワーク支援事業

① 高齢男女の就業促進と雇用 シルバー人材センターの支援等に
の確保
よる身近な地域で安心して働くこと
シルバー人材センター連合本部運営費補助事業
ができる多様な就労機会の提供
② 男女のニーズに配慮した高
齢者の生活の自立支援

相談広報課

一人暮らし世帯等の見守り･支援
生活困窮者の相談対応と就労支援
生活困窮者自立支援事業
等の包括的な実施

(3) 高齢者が
安心して
暮らせる
環境の整
備

男女共同参画センター

高齢者の日常生活支援体制の整
備

地域福祉サービス推進事業
（福祉サービス利用支援事業）

介護福祉課
社会福祉課

雇用労政課

社会福祉課

高齢者に対する生活資金の貸付と
生活福祉資金貸付補助事業
援助指導

社会福祉課

高齢者に配慮したまちづくりの整備
福祉のまちづくり推進事業
促進

障害福祉課

人にやさしい道づくり事業

道路維持課

ふれあいとゆとりの道づくり事業

都市計画課

高齢者に対応した県営住宅やサー 県営住宅建設事業
ビス付き高齢者向け住宅の整備
（シルバーハウジングプロジェクト）

住宅政策室

高齢者あんしん住まい整備事業

住宅政策室

優良賃貸住宅供給促進事業

住宅政策室

高齢者の消費者トラブル未然防止 消費者行政推進事業
対策
消費者行政活性化事業

消費者行政推進室

成年後見制度の周知･活用支援
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高齢者虐待防止推進事業

介護福祉課

市町村地域生活支援事業

障害福祉課

(3) 高齢者が ③ 男女の身体的特徴や性別に 介護予防対策の推進
配慮した高齢者の医療･介護
安心して
基盤の充実
暮らせる

地域ケア･介護予防推進支援事業

環境の整
備

介護福祉課
介護福祉課

高齢者元気度アップ地域活性化事業
長寿・生きがい推進室

家庭介護者等の介護負担軽減の
ための介護支援の充実

介護保険制度推進事業

介護福祉課

要介護認定適正実施指導事業

介護福祉課

介護サービスの質の確保のための
介護支援専門員資質向上事業
人材の養成･確保

介護福祉課

介護実習･普及センター運営事業
認知症対策等総合支援事業
介護負担軽減のための介護知識･
介護実習･普及センター運営事業【再掲】
介護技術の普及

介護福祉課
介護福祉課
介護福祉課

介護に関する相談体制の整備

(4) 障害者が
安心して
暮らせる
環境の整
備

① 障害のある男女のニーズに
配慮した自立支援と生活環
境の整備

介護実習･普及センター運営事業【再掲】

介護福祉課

地域ケア･介護予防推進事業【再掲】

介護福祉課

高齢者の虐待防止のための普及
啓発と早期対応に向けた対策の推 高齢者虐待防止推進事業
進

介護福祉課

障害者に配慮したまちづくりなど障
害者が自立しやすい社会基盤の整 福祉のまちづくり推進事業【再掲】
備

障害福祉課

人にやさしい道づくり事業【再掲】

道路維持課

ふれあいとゆとりの道づくり事業【再掲】

都市計画課

企業による障害者雇用促進事業

雇用労政課

障害者の雇用と就労の促進
特別支援学校における自立のため
特別支援教育総合推進事業
の教育
② 男女の身体的特徴や性別に 介護･医療等のサービスの充実
障害者介護給付事業
配慮した障害者の医療･介護
基盤の充実
障害者の自立支援のためのサービ
障害福祉人材育成事業
ス提供者等の人材育成

特別支援教育室
障害福祉課
障害福祉課

相談体制の整備
県障害者相談支援体制整備事業
障害者の虐待防止のための普及・
啓発と相談窓口の設置等早期対応 障害者虐待防止対策事業
に向けた対策の推進
(5) 外国人が
安心して
暮らせる
環境の整
備

① 複合的な生活上の困難を抱 外国人の地域での孤立化を防止す
国際交流プラザ設置事業
える外国人の女性に対する るための交流等の支援
支援
行政情報･生活情報等の多言語に
よる提供，相談体制の充実等によ 国際交流プラザ設置事業 【再掲】
る外国人の生活支援
暴力の被害を受けた女性からの相
男女共同参画相談事業 【再掲】
談への対応･保護

外国人留学生への奨学金の給付
等，外国人への経済的支援
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障害福祉課

障害福祉課

国際交流課

国際交流課

男女共同参画センター

婦人保護費 【再掲】

子ども福祉課

かごしま留学生支援事業

国際交流課

(6) その他複
合的に困
難な状況
に置かれ
ている
人々の支
援

① 同和問題等人権問題の解決 人権相談体制の充実
② 性的指向や性同一性障害等 差別や偏見の解消を目指した教
を理由として困難な状況に置 育･啓発活動
かれている人々への支援

人権啓発推進事業 【再掲】

人権同和対策課

人権啓発推進事業 【再掲】

人権同和対策課

人権教育研修資料作成･配布
（人権教育推進事業） 【再掲】

人権同和教育課

人権啓発推進事業 【再掲】

人権同和対策課

人権侵害の被害者の救済

人権相談体制や相談･カウンセリン
グ体制等の整備
人権啓発推進事業 【再掲】
(7) 子どもが ① 子どもに対する虐待や性犯
安心･安全
罪等暴力の根絶
に暮らせる
環境の整
備

子どもに対する虐待や性犯罪等暴
力を根絶するための体制整備と予 児童虐待防止対策事業 【再掲】
防啓発等の充実
児童虐待防止対策 【再掲】
援助交際及び出会い系サイト等の
利用防止のための教育，啓発活動 青少年環境づくり推進事業【再掲】
の推進
情報モラル教育の充実･推進【再掲】
メディアによる子どもに対する性･
暴力表現の流通･閲覧等に関する 青少年環境づくり推進事業【再掲】
対策

② 暴力被害者である子どもの
早期発見と適切な保護

子どもが相談しやすい環境整備と
被害児童に対する適切な対応

児童生徒への各種相談事業【再掲】

人権同和対策課

子ども福祉課
少 年 課
青少年男女共同参画課

義務教育課

青少年男女共同参画課

義務教育課

家庭相談員等による相談対応及び
家庭児童相談室設置事業
体制の充実

子ども福祉課

子どもに関する悩みを抱える家庭
からの電話相談への対応

子ども福祉課

子ども･家庭110番設置事業

母子・父子自立支援員による相談
母子・父子自立支援員等設置費
対応

子ども福祉課

発育に問題のある乳幼児等に対す
乳幼児発達相談指導事業
る専門的支援の実施

子ども福祉課

児童相談所等における被害児童の
児童一時保護事業，大島児童相談所一時保護所費 子ども福祉課
保護，相談･支援
子どもが被害者となる性犯罪，児
童虐待，児童ポルノ及び児童買春 被害少年保護活動の推進
事案に対する適切な対処
性犯罪等女性被害にかかる犯罪への迅速な対応
【再掲】
③ 子どもが安心して生活できる 世代を超えた貧困の連鎖を防止す
るための自立の前提となる子ども 育英財団貸付事業 【再掲】
環境づくり
の学びの支援
障害のある子どもの自立と社会参
加に向けた特別支援教育の推進 特別支援教育総合推進事業【再掲】
障害のある子どもに対する住宅
サービスや放課後支援等，子ども
の状況に配慮した適切な支援

小児医療体制の整備
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少 年 課
捜査第一課

総務福利課

特別支援教育室

障害児通所給付事業

障害福祉課

こども総合療育センター運営事業

障害福祉課

地域こども療育支援体制整備促進事業

障害福祉課

医師勤務環境改善等事業
（新生児医療担当医確保支援事業） 【再掲】

地域医療整備課

小児救急電話相談事業 【再掲】

地域医療整備課

(7) 子どもが ③ 子どもが安心して生活できる 小児医療体制の整備
環境づくり
安心･安

全に暮ら
せる環境
の整備

地域ぐるみで子どもの安全を守る
環境の整備
④ 社会全体で子どもを支える取 男女とも子育てに参画できる仕事
組の促進
と家庭の調和の実現に向けた気運
の醸成と就業環境の整備の促進

小児救急医療拠点病院運営費補助 【再掲】

地域医療整備課

地域住民による主体的な自主防犯活動の促進

生活安全企画課

｢育児の日｣ 普及事業
地域少子化対策強化事業（地域・家庭での男性の家
事・育児参画応援事業）

青少年男女共同参画課

子育て応援企業登録事業

雇用労政課

仕事と家庭両立支援事業

雇用労政課

地域全体で子育てや子どもの教育
郷土に学び・育む青少年運動推進事業
に取り組む体制づくり

青少年男女共同参画課

家庭教育における子育てに関する
地域ぐるみの家庭教育支援事業
情報提供及び相談体制の充実

社会教育課

(8) 災害により ① 防災分野の政策･方針決定 女性の消防団員の確保や女性の
困難に直
過程や防災の現場における 消防職員の採用等の促進
面する男
女性の参画拡大
女のニー
ズへの配
慮と女性
女性のリーダーの養成の促進
の参画拡
大による
防災･災害
女性警察官の採用・登用の拡大
復興対策
の推進
② 男女共同参画の視点を踏ま 「県地域防災計画」の見直し
えた防災･災害対応

家庭教育支援キャラバン事業

社会教育課

（一財）鹿児島県消防協会への事業補助

消防保安課

一般火災予防指導事業

消防保安課

防災研修センター整備推進事業
（防災研修センター管理運営事業）

危機管理防災課

女性警察官の採用･登用の拡大

警 務 課

「県地域防災計画」の見直しの推進

危機管理防災課

市町村における ｢地域防災計画｣
市町村地域防災計画見直し促進に関する助言
の策定促進
市町村における ｢避難所管理運
営マニュアル｣ の策定促進
災害ボランティア活動の支援

施策の方向
(1) 行政分野
における
女性の参
画の拡大

危機管理防災課

市町村における ｢避難所管理運営マニュアル」 の
社会福祉課
策定促進
ボランティア活動促進事業
（災害ボランティアリーダー養成研修会）

③ 女性，高齢者，外国人等にも 防災に関する知識の普及，学習機
配慮した防災教育及び防災 会の拡充の促進
防災研修センター整備推進事業
情報提供の促進
（防災研修センター管理運営事業）【再掲】

重点目標６

青少年男女共同参画課

社会福祉課

危機管理防災課

政策･方針決定過程への女性の参画の拡大
施策の概要

具体的施策

事業・取組

所管課等

① 県の審議会等委員への女性 年次別登用計画書に即した計画的
男女共同参画連絡調整事業
の登用促進
な女性の登用

男女共同参画室
関係各課

② 市町村の審議会等委員への 市町村における登用状況の調査と
市町村における登用状況の調査と結果の公表
女性の登用促進
結果の公表

男女共同参画室

③ 県における女性の職員の登 能力開発・向上のための研修等の
きらめき職員･職場づくり事業 【再掲】
用等の推進
実施

行政管理室

女性の登用の促進
女性も相談しやすい体制の整備

-63-

女性の登用の推進

人 事 課

健康相談，専門医による心の健康相談事業，
職員相談事業

総務事務センター

(1) 行政分野
における
女性の参
画の拡大

③ 県における女性の職員の登 仕事と育児･介護の両立支援制度
仕事と育児･介護の両立支援制度の活用促進
用等の推進
の活用促進

人 事 課

④ 市町村における女性の職員 市町村の職員における女性の登用 各市町村への女性職員の採用･登用に関する資料
等に関する助言
の登用等に関する助言
等の提供及び助言

市町村課

市町村における登用状況の調査と
市町村における登用状況の調査と結果の公表
結果の公表
⑤ 県政推進における女性の意 政策への女性の意見の反映
見の反映
(2) 教育分野
における
女性の参
画の拡大

(3) 雇用分野
における
女性の参
画の拡大

「かごっまおごじょ委員会」提言の周知及び
具体的施策の展開

① 公立学校の教職員における 学校運営における能力開発の機会
の提供，管理職に必要な意識の醸 管理職研修会 【再掲】
女性の登用推進
成
管理職任用標準試験の女性の受
験の促進
① 企業における女性の参画の ポジティブ・アクションに関する普
及・啓発
促進

労使関係近代化促進事業
（広報誌 ｢労働かごしま」 の発行） 【再掲】

雇用労政課

働く女性のネットワーキングの支援 女性の活躍推進支援事業
（かごしまの女性就業支援事業）【再掲】

(6) 女性の人
材育成及
び人材情
報の整備

仕事と生活の調和のための取組の
子育て応援企業登録事業【再掲】
促進
農業委員への女性の登用促進

教職員課

教職員課

女性の活躍推進支援事業
（かごしまの女性就業支援事業）

(4) 農林水産 ① 農林水産業分野における女
性の登用促進
業・商工業
等自営業
の分野に
おける女
性の参画
の拡大

企 画 課

人事管理事務事業
（管理職任用標準試験）

管理職等への女性の登用状況な
どのポジティブ・アクションに関する
企業の取組の調査及び結果の公 労働条件実態調査事業 【再掲】
表
企業の先進的取組についての情報
女性の活躍推進支援事業
収集・提供
（かごしま女性活躍推進事業所応援事業）

② 仕事と生活の調和の促進

男女共同参画室

雇用労政課

男女共同参画センター

男女共同参画センター

男女共同参画センター

雇用労政課

農業委員会・農業委員会ネットワーク機構補助事業
農村振興課
（農業委員会等指導事業）

農業協同組合役員への女性の登
用促進

農協指導事業

農業経済課

森林組合役員への女性の登用促
進

森林組合指導育成事業

環境林務課

漁業協同組合役員への女性の登
用促進

水産業協同組合育成指導事業

水産振興課

② 商工業分野における女性の 商工会等商工団体役員への女性
登用促進
の登用促進

小規模対策事業
（青年部・女性部活動推進事業）

商工政策課

② 地域社会における女性の人 多様な人材の育成
材の育成

男女共同参画社会促進事業【再掲】

男女共同参画センター

女性の生涯学習リーダーの養成
社会教育指導者養成事業
社会教育関係団体における女性の 社会教育関係団体事業費補助
リーダーの養成
③ 農林水産業分野における女 女性農業経営士の養成・認定
性の人材の育成

社会教育課

がんばる女性農業者育成支援事業

経営技術課

林業後継者育成対策事業

森林技術総合センター

漁業生産の担い手育成確保事業

水産振興課

④ 国際交流・協力を通じた女性 青年海外協力隊への女性の派遣
の人材の育成
促進

渉外事務事業

国際交流課

⑤ 女性の人材情報の収集・整
備

女性人材リストの整備

男女共同参画室

女性の青年林業士の養成・認定
女性の漁業士の養成・認定

女性の人材情報の収集
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重点目標７
施策の方向
(1) 雇用の分
野におけ
る男女の
均等な機
会と待遇
の確保

男女ともに能力を発揮できる就業環境の整備の促進
施策の概要

具体的施策

事業・取組

① 雇用の分野における男女の 広報誌等による関係法令等の普及
労使関係近代化促進事業
均等な機会と待遇の確保及
（広報誌 ｢労働かごしま」 の発行）【再掲】
び非正規労働者の雇用環境
の整備促進のための関係法
労働問題に関するセミナーの実施
令や諸制度の普及・啓発
労働問題懇話会 （労働セミナー）
② 女性の就労問題の把握と情 県内事業所の労働条件等に関す
報提供
る実態調査による現状把握

労働条件実態調査事業 【再掲】

④ 雇用に関する各種相談への 雇用の場における差別や就業条件
男女共同参画相談事業 【再掲】
対応
に関する相談の実施
労働問題相談事業
(2) 農林水産 ① 農林水産業分野における就 家族経営協定締結の推進
認定農業者育成支援事業
業・商工業
業環境の整備及び女性の経
（家族経営協定締結の推進）
等自営業
営参画の拡大と人材育成
農村における女性の地域農産物を
の分野に
活用した加工品開発等の起業活動 普及活動事業
おける就
（農村女性の起業活動支援）
の支援
業環境の
整備及び
地域水産物を活用した加工品開発
女性の経
漁業生産の担い手育成確保事業【再掲】
に向けた取組の支援
営参画の
促進
② 商工業等自営業分野におけ 商工会等の経営指導員による経営 小規模対策事業
る就業環境の整備及び女性 指導
（経営改善普及事業）
の経営参画の拡大と人材育
商工会等女性部の活動促進を図る
成
小規模対策事業
研修等の実施
（青年部・女性部活動推進事業）
(3) 女性の能
力発揮の
ための支
援

① 就業継続や再就職の支援

就業継続や再就職に関する必要な
知識や情報の提供と相談対応
女性の活躍推進支援事業
（かごしま女性活躍推進事業所応援事業）【再掲】

雇用労政課

雇用労政課
雇用労政課
男女共同参画センター

雇用労政課
経営技術課

経営技術課

水産振興課
商工政策課

商工政策課

男女共同参画センター

女性の活躍推進支援事業
（かごしまの女性就業支援事業）【再掲】

男女共同参画センター

働きたい女性の再就職支援事業

雇用労政課

子育て中の女性等に対する再就職
支援窓口 （マザーズコーナー）の 労使関係近代化促進事業
（広報誌 ｢労働かごしま」 の発行） 【再掲】
周知
マザーズコーナーとの連携
② 職業能力開発等の支援

所管課等

雇用労政課

職業訓練の実施
雇用セーフティネット対策事業

雇用労政課

男女共同参画相談事業 【再掲】

男女共同参画センター

就業に関する相談対応・助言
③ 起業に対する支援

起業のための知識や手法に関する
セミナーの開催等各種支援の実施 小規模対策事業（創業・経営革新支援事業）

商工政策課

かごしま産業おこし挑戦事業等

産業立地課

地域活性化起業家支援事業

産業立地課

商工業・農林水産業に関する各種
林業・木材産業改善資金貸付事業
融資制度の実施

環境林務課

県中小企業融資制度運営事業
（中小企業信用保証料補助事業）

経営金融課

沿岸漁業改善資金貸付事業

水産振興課

農業制度資金利子補給補助事業

農業経済課
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(3) 女性の能
力発揮の
ための支
援

④ 新規就業に対する支援

就農を促進するための相談活動等 新規就農・就業総合支援事業
各種支援や啓発の実施
（新規就農支援事業）

経営技術課

林業への新規就業を促進するため
の相談活動等各種支援や啓発の 森林整備担い手育成確保総合対策事業
実施

森林経営課

漁業への新規就業を促進するため
の相談活動等各種支援や啓発の 漁業生産の担い手育成確保事業【再掲】
実施

水産振興課

福祉分野の職業紹介
福祉人材センター運営事業

重点目標８
施策の方向

社会福祉課

仕事と生活の調和を図るための環境づくりの促進
施策の概要

(1) 仕事と生 ① 仕事と生活の調和に関する
活の調和
意識啓発の推進
を図るため
の社会的
気運の醸
成と環境
整備
② 就業の場における仕事と家
庭の両立支援の取組の促進

具体的施策
仕事と生活の調和に関するセミ
ナーの開催

事業・取組
女性の活躍推進支援事業
（かごしまの女性活躍推進事業所応援事業）

男女共同参画センター

女性の活躍推進支援事業
（かごしまの女性就業支援事業）

男女共同参画センター

仕事と子育ての両立支援に取り組
子育て応援企業登録事業 【再掲】
む企業の登録・普及

雇用労政課

妊娠及び子どものいる世帯を地域
全体で応援する気運の醸成

青少年男女共同参画課

｢育児の日」 普及事業【再掲】
地域少子化対策強化事業（地域・家庭での男性の家
事・育児参画応援事業） 【再掲】

③ 仕事と子育てや介護との両
立のための制度等の普及，
定着促進

所管課等

青少年男女共同参画課

仕事と家庭生活との両立支援に取
り組む県内建設業者への優遇措置 県建設工事入札参加資格の格付
（建設業指導監督事業）

監 理 課

農林水産業や商工業等自営業の
従事者の仕事と生活の調和の普及 小規模対策事業
（青年部・女性部活動推進事業）【再掲】

商工政策課

認定農業者育成支援事業
（家族経営協定締結の推進）【再掲】

経営技術課

普及運営事業 （巡回指導事業）

森林技術総合センター

漁業生産の担い手育成確保事業【再掲】

水産振興課

広報誌等による仕事と生活の両立
支援や育児・介護休業取得促進の 労使関係近代化促進事業
（広報誌 ｢労働かごしま｣ の発行），
ための労働関係法令や諸制度の
労働問題懇話会 （労働セミナー） 【再掲】
普及

雇用労政課

育児・介護休業取得状況の調査と
労働条件実態調査事業 【再掲】
結果の公表

雇用労政課

(2) 多様なライ ① 多様化するニーズに対応し 病院内保育施設の設置促進
フスタイル
た保育・介護サービスの充実
に対応した
子育てや
保育所待機児童の解消
介護の支
援
② 子育て支援拠点施設等の整 地域子育て支援の拠点の設置促
備
進
放課後児童クラブの設置促進
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看護職員確保対策事業
（病院内保育所運営費補助事業）【再掲】

保健医療福祉課

安心こども基金総合対策事業
（保育所緊急整備事業）

青少年男女共同参画課

地域子ども・子育て支援事業
（地域子育て支援拠点事業）

青少年男女共同参画課

児童健全育成対策事業
（放課後児童健全育成事業費）

青少年男女共同参画課

児童健全育成対策事業
（放課後児童クラブ施設整備費）

青少年男女共同参画課

(2) 多様なライ ② 子育て支援拠点施設等の整
フスタイル
備
に対応した
③
地域住民等の力を活用した
子育てや
子育て・介護環境の整備
介護の支
援
④ 子育て・介護のための生活
環境の整備

ファミリー・サポート・センターの設
置促進

仕事と家庭両立支援事業 【再掲】

要介護高齢者等の地域での介護
環境，見守り・支え合い体制の整備 地域ケア・介護予防推進支援事業【再掲】

雇用労政課
介護福祉課

公共施設のバリアフリー化の推進
福祉のまちづくり推進事業【再掲】

障害福祉課

特定交通安全施設整備事業

道路維持課

公園整備事業

都市計画課

安全な道路交通環境の整備
公園の整備

重点目標９
施策の方向
(1) 地域にお
ける男女
共同参画
推進の基
盤づくり

男女共同参画の視点に立った地域づくり活動の推進
施策の概要

具体的施策

事業・取組

① 鹿児島県男女共同参画セン 職員の育成を図る研修機会の確保 男女共同参画連絡調整事業
ターの機能の充実
と体制整備
（職員の育成を図る研修機会の確
保と体制整備）
男女共同参画センターサポーター 男女共同参画社会促進事業
の養成及び活動展開
（男女共同参画センターサポーター
の養成及び活動展開）
男女共同参画審議会，協働・連携 男女共同参画推進事業
団体意見交換会，男女共同参画に （男女共同参画審議会等）
関する県の施策に対する申出処理
制度等の活用による県民のニーズ 男女共同参画社会促進事業
を反映した運営
（協働・連携団体意見交換会，民間団体との協
働），
女性の活躍推進支援事業 【再掲】

所管課等

男女共同参画センター

男女共同参画センター

男女共同参画室

男女共同参画センター

② 男女共同参画の推進役とな 男女共同参画地域推進員の育成
る人材の育成・支援
及び活動の支援

男女共同参画社会促進事業
（男女共同参画地域推進員制度）

男女共同参画室

男女共同参画に関する講座の開
催による人材育成

男女共同参画社会促進事業
（人材育成のための講座の開催）

男女共同参画センター

男女共同参画センター登録団体の
活動支援
男女共同参画社会促進事業
（男女共同参画センター登録団体の活動支援），
女性の活躍推進支援事業 【再掲】
③ 市町村やNＰＯ等との連携，
協働

市町村における男女共同参画の取
男女共同参画連絡調整事業
組支援
NＰＯ等との協働による広報・啓発
活動の実施

男女共同参画センター

男女共同参画室

男女共同参画社会促進事業
（協働・連携団体意見交換会，民間団体との協
働），
女性の活躍推進支援事業 【再掲】

男女共同参画センター

配偶者等からの暴力対策推進事業
（女性に対する暴力防止キャンペーン） 【再掲】

男女共同参画センター

NＰＯ等との協働による県事業の取
NＰＯ共生・協働・かごしま推進事業
組促進

共生・協働推進課

自治会・NＰＯ等が実施する地域コ
ミュニティの機能を高めるモデル事 地域貢献活動サポート事業
業に対する支援

共生・協働推進課

共生・協働の地域コミュニティづくり推進事業
（地域コミュニティづくり重点推進モデル事業）
NＰＯ等を支援する県共生・協働セ
共生・協働センター運営事業
ンターの機能充実
ＮＰＯ等活動基盤強化事業
NＰＯ法人等の経営基盤の安定・強
かごしま共生・協働サポート融資
化に必要な資金の支援
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共生・協働推進課

共生・協働推進課
共生・協働推進課
共生・協働推進課

(2) 男女共同 ① 地域づくり活動における男女 男女共同参画の視点に立った地域 男女共同参画社会促進事業
参画の視
共同参画の視点の導入と女 づくりについての学習機会の提供
（地域推進員フォローアップ研修）
点に立っ
性の参画拡大
た地域コ
男女共同参画社会促進事業
ミュニティ
（男女共同参画基礎講座，男女共
活動等
同参画地域協働推進講座）
様々な地
男女共同参画地域推進員やNＰＯ
域づくり活
等による地域課題解決のための実 男女共同参画社会促進事業
動の促進
（男女共同参画基礎講座，男女共
践活動の促進
同参画地域協働推進講座）【再掲】
地域貢献活動普及啓発事業
（情報発信・交流促進事業，センターだより）
地域コミュニティ活動における方針 男女共同参画社会促進事業
決定過程への女性の参画拡大と多 （男女共同参画基礎講座，男女共同参画地域協働
様な主体の参画促進
推進講座）【再掲】
② 男女共同参画の視点に立っ 生きがいづくりの推進
すこやか長寿社会運動推進事業
た高齢男女の社会参加の促
進

男女共同参画室

男女共同参画センター

男女共同参画センター

共生・協働推進課

男女共同参画センター

長寿・生きがい推進室

全国健康福祉祭派遣事業

長寿・生きがい推進室

かごしまねんりん大学管理運営事業

長寿・生きがい推進室

元気高齢者チャレンジ推進事業

長寿・生きがい推進室

いきいきシニア活動推進支援事業

長寿・生きがい推進室

高齢者ますます元気!!ふれあい生きがい支え合い支
援事業

長寿・生きがい推進室

老人クラブ育成事業

長寿・生きがい推進室

ボランティア活動促進事業
（シニアボランティア養成講座）

社会福祉課

高齢者リーダー等の養成
シニア世代の社会参加の促進

老人クラブの活動の促進
シニアボランティアの活動支援

③ 男女共同参画の視点に立っ 女性や子どもに対する犯罪の発生
くらし安全・安心まちづくり推進事業
た安全・安心なまちづくりの を予防するための取組の実施
推進
高齢者の見守り活動の促進
地域見守りネットワーク支援事業【再掲】
地域ケア・介護予防推進事業【再掲】
④ 男女共同参画の視点に立っ 観光，国際交流，環境等分野にお
た観光，国際交流，環境等分 ける男女双方のニーズへの配慮， 地球環境を守るかごしま県民運動推進事業
女性の参画の拡大及び人材の育
野の取組の推進
成
観光まごころ県民運動推進事業
海外技術協力等推進事業 （海外技術研修員受入
事業）
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生活・文化課
介護福祉課
介護福祉課
地球温暖化対策課

観 光 課
国際交流課

