平成３０年度
事業名

総合型文化クラブモデ
1
ル事業

事業概要

女性活躍・男女共同参画関係事業一覧
対象者

日頃、文化芸術活動に親しむ機会の少ない子供たち
に、学童や放課後こども教室の時間を利用して体験、 小学生男
活動してもらうことで、地域への愛着や誇りの醸成を図 女
るもの

農林大学校林業経営学科に在籍し、卒業後、林業・ 農林大学
山形県緑の青年就業準 木材産業分野に就業する意志がある生徒に対し、安心 校林業経
2
備給付金事業
して授業に専念できる環境を提供するため、給付金を 営学科生
給付。
徒

3 キャリア教育推進事業

望ましい勤労観・職業観を身に付け地域産業の発展
に貢献する高校生を育成するキャリア教育を推進する
ために、短期、中・長期インターンシップを実施する。更
高校生
に、各分野のスペシャリストによる講演等を実施する。
また、人材不足の建設業・製造業を担う人材を育成す
るための講演等を実施する。

担 当

分 類

ＨＰ、チラシ等

県民文化スポーツ課
文化振興担当
（次世代育成）
023-630-2306

林業振興課
林政企画担当
TEL:023-630-3217

（次世代育成）

高校教育課
TEL：023-630-3165

（次世代育成）

http://www.pref.yamagata.jp/h
地域の男女共同参画を推進するため、H28年度から
若者活躍・男女共同
市町村、学
ojo/kenko-fukushi県男女共同参画推進員 県男女共同参画推進員（任期２年、現在28人）を委嘱・
参画課
校、企業、
（男女共同参画）
4
による出前講座の開講 配置し、出前講座への講師派遣や、推進員自身のスキ
男女共同参画担当
kosodate/7010003suisinninnsei
団体等
ルアップ研修会等を開催。
TEL：023-630-2262
do.html

学校教育活動全体を通じて、「いのち」を大切にし、生
小学生
学校における男女平等 命をつなぐ教育を推進する。また、「山形県人権教育推
中学生
5
教育の推進
進方針」に基づき、授業内容や教員等への研修を充実
高校生
させ、男女平等教育の推進を図る。
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義務教育課
TEL：023-630-2871
高校教育課
TEL：023-630-3165

http://www.pref.yamagata.jp/o
（男女共同参画） u/kyoiku/700012/doutoku/zink
en_hoshin.html

平成３０年度
事業名

事業概要

女性活躍・男女共同参画関係事業一覧
対象者

担 当

分 類

県民が気軽にボランティア活動に参加できるよう、ボ
ランティアの養成やボランティア団体同士のネットワー 県民、ボラ 地域福祉推進課
福祉ボランティア活動基
ク形成など活動を支援するとともに、意識啓発のための ンティア団 地域福祉担当
6
盤整備事業
研修や広報、情報提供を行い、ボランティア活動の普 体 など
TEL：023-630-2269
及を図る。（実施主体：社会福祉協議会）

（女性活躍）

県内主要温泉地の女将からなる「やまがた女将会」の
「やまがた女将会」への 活動を（一社）山形県観光物産協会を通して支援し、県
―
7
支援
内観光のキャンペーンやＰＲで協力いただくなどの活動
により、県内の観光振興に資するもの

観光立県推進課
観光振興担当
023ｰ630ｰ2371

（女性活躍）

農政企画課
団体検査指導室
TEL：023-630-2405

（女性活躍）

農林漁業体験や郷土料理づくり体験など食農教育の 活動員：食 ６次産業推進課
食育・地産地消推進事
取組みについて、学校や地域の要請に応じて指導相談 と農の応援 食農連携推進担当
業費
などを行う活動員を派遣する。
隊
TEL:023-630-2465

（女性活躍）

8 女性役員の登用促進

9

健やか妊娠支援事業
①特定不妊治療費助成
事業
10 ②不妊専門相談セン
ター事業
③健やか妊娠普及啓発
事業

女性の参画による農協組織の活性化に向け、役員候
農協関係
補となる女性農業者の育成や登用促進の働きかけを
者
行うなど、機運醸成を図る

①特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）及び男性不
妊治療を受けている夫婦に、その治療費の一部を助成
することにより経済的負担の軽減を図る。
②山形大学医学部に委託し、不妊に悩む夫婦に、予約
制により産婦人科医師が無料で面接・電話相談を実施 県民
する。不妊に悩む夫婦が相談しやすいように、専門相
談の周知の強化を図る。
③啓発リーフレットにより妊娠に関する正しい知識の普
及啓発を図る。
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子ども家庭課
母子保健担当
TEL：023-630-2260

（妊娠支援）

ＨＰ、チラシ等

http://www.ymgtshakyo.or.jp/diary.cgi?id=b

特定不妊治療費助成事業HP
http://www.pref.yamagata.jp/o
u/kosodatesuishin/010002/bos
hihoken/publicdocument20060
2102736244291.html
不妊専門相談センター事業HP
http://www.pref.yamagata.jp/o
u/kosodatesuishin/010002/bos
hihoken/publicdocument20060
2103918021890.html
健やか妊娠普及啓発事業HP
http://www.pref.yamagata.jp/o
u/kosodatesuishin/010002/bos
hihoken/ninshin.html

平成３０年度
事業名

事業概要

女性活躍・男女共同参画関係事業一覧
対象者

担 当

分 類

ＨＰ、チラシ等
「山形みんなで子育て応援団
HP
http://www.pref.yamagata.jp/k
osodateouendan/

県民総ぐるみとなって､子どもや子育て家庭に対した
応援活動を実践していくため「地域みんなで子育て応援
団」活動により県内４地域の特色を活かした子育て応
援活動を推進する。
11 子育て県民運動の推進 ・｢子育て基本条例｣に基づく全県的な気運醸成活動の 県民
展開
・各地域における情報発信（県内４地域ごとに親子で
参加できるイベント情報や子育て支援情報等を独自に
配信）

「村山地域みんなで子育て応
援団」HP
http://murayama-ouendan.jp/

子育て支援課
少子化対策担当
TEL：023-630-2668

（子育て支援）

「最上地域みんなで子育て応
援団」HP
http://moconet.info/
「置賜地域みんなで子育て応
援団」HP
https://www.pref.yamagata.jp/
kenfuku/kosodate/shien/7325
027kosodatesienn.html
「庄内地域みんなで子育て応
援団」HP
https://shonai-tomoni.jp/

市町村が実施する、①三世代同居・近居の理解を促
「山形みんなで子育て 進する活動や祖父母世代と地域の子ども達とが定期的
12 応援団」地域連携事業 に行う世代間交流事業、②結婚支援を行う人材の育成 市町村
（市町村総合交付金） など、結婚しやすい環境づくり事業、③乳幼児と児童生
徒とのふれあい体験事業－に対し助成する。
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子育て支援課
少子化対策担当
TEL：023-630-2668

（子育て支援）

平成３０年度
事業名

女性活躍・男女共同参画関係事業一覧

事業概要

引き続き、企業・店舗の参画を得て、社会全体で子育
てを支援する気運を醸成し、子育て家庭の負担感を軽
やまがた子育て応援パ 減するため、協賛した企業・店舗が子育て家庭に各種
13
スポート事業
サービスを提供した仕組みを運営する。また、子育て応
援パスポートの対象年齢を引き上げとカードの電子画
像化を行う。

対象者

担 当

妊婦または
小学校６年 子育て支援課
生までの子 少子化対策担当
どものいる TEL：023-630-2668
家庭

分 類

（子育て支援）

放課後児童クラブ推進
指導員の処遇改善に取り組む放課後児童クラブに対 放課後児
14
事業費
する支援等を行う。
童クラブ

子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

低年齢児の保育の受け皿整備を加速するため、届出 保育所等
低年齢児受入加速化事 保育施設の認可化移行促進のための補助、認可施設 （補助金交
15
業
整備促進のための補助、企業型保育施設への支援を 付先：市町
行う。
村）

子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

子育て支援課
認定こども園等整備事
認定こども園等の施設整備を図り、子どもを安心して 認定こども 子ども・子育て支援担
（子育て支援）
16
業
育てることができる体制の整備を推進する。
園
当
TEL：023-630-2392

17 特別保育事業

保育需要の多様化に対応するため、障がい児保育等
子育て支援課
保育所・届
の特別保育を実施するとともに、保育を支える保育士
子ども・子育て支援担
出保育施
（子育て支援）
の確保に必要な措置を講ずることにより、保育所におけ
当
設等
る保育サービスを質・量ともに充実させる。
TEL：023-630-2392

届出保育施設等すこや 届出保育施設等における０～２歳児及び待機児童の 届出保育
18
か保育事業
受入等に係る経費を助成する。
施設等
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子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

ＨＰ、チラシ等

http://www.pref.yamagata.jp/k
enfuku/kosodate/shien/70100
01kosodateouen-passport.html

平成３０年度
事業名

事業概要

女性活躍・男女共同参画関係事業一覧
対象者

昼間、家庭に保護者のいない小学校児童を対象に、
放課後児童クラブ推進
放課後児
遊びや生活の場を提供し、地域における児童の健全育
19
事業
童クラブ
成及び仕事と子育ての両立を支援する。

担 当

分 類

ＨＰ、チラシ等

子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

放課後児童支援員として業務を遂行するうえで必要
子育て支援課
放課後児
放課後児童支援員認定 最低限の知識・技能を修得し、実践する際の基本的な
子ども・子育て支援担
童クラブ従
（子育て支援）
20
資格研修事業
考えや心得を認識してもらうことを目的として研修会を
当
事者
実施する。
TEL：023-630-2392

子育て支援課
放課後児童クラブ整備
放課後児童クラブの整備に対する助成事業を実施す 児童・子育 子ども・子育て支援担
（子育て支援）
21
推進費
る。
て家庭
当
TEL：023-630-2392

自由で自主的な遊びを通して、子どもの自主性・可能
山形県こども館運営事 性を育むことをねらいに、屋内型の児童遊園機能施設 児童・子育
22
業
「やまぎんこども館」を設置する。
て家庭
（指定管理者がこども館の運営を実施）

23 地域子育て推進事業

東日本大震災による避難家族に対する心のケア、児
東日本大
童福祉施設等給食の放射性物質のモニタリングの実施
震災避難
や、地域の実情に応じた創意工夫ある子育て支援活動
家庭等
を支援する。

多子世帯の負担軽減と子育てしやすい環境の整備を 子育て家庭
多子世帯における保育 図るため、同一世帯から２人以上の就学前児童が認可 （補助金交
24
料負担軽減事業
保育所、届出保育所を問わず入所している場合に、保 付先：市町
育料の減額を行った市町村に対して補助を行う。
村）
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子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

http://y-kodomokan.o.oo7.jp/

平成３０年度
事業名

女性活躍・男女共同参画関係事業一覧

事業概要

対象者

担 当

分 類

子育て世家
放課後児童クラブを兄弟姉妹で同時利用している世
地域で支える子育て安
庭（補助金
帯に対する利用料軽減及び低所得世帯に対する放課
25
心事業費
交付先：市
後児童クラブ利用料軽減へ助成を行う。
町村）

子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

平成27年４月から施行された子ども・子育て支援新制
度のもと、一定の基準を満たす届出保育施設等（認可
待機児童ゼロプロジェク 外保育施設）への運営費補助や年度途中の入所に対
保育所等
26
ト事業
応するための保育士を配置した保育所への助成などに
より、保育サービスを拡充し、待機児童の解消を目指
す。

子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

多様化した保育ニーズに対応するため、市町村にお 子育て家庭
地域子ども・子育て支援 けるファミリ－・サポート・センター事業や地域子育て支 （補助金交
27
事業
援拠点事業などの子ども及び子育て家庭への支援に 付先：市町
対して助成する。
村）

子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

私立幼稚
園

子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

同一世帯から２人以上私立幼稚園に通園している世
私立幼稚園にこにこ子
帯に対して私立幼稚園が保育料を軽減し、当該世帯の 私立幼稚
29 育て支援事業
存した市町村が軽減額に相当した額を私立幼稚園に補 園
（市町村総合交付金）
助する場合に市町村に交付金を交付する。

子育て支援課
子ども・子育て支援担
（子育て支援）
当
TEL：023-630-2392

28 預かり保育推進事業

ひとり親家庭子育て生
30
活支援事業

私立幼稚園が行う預かり保育事業を促進するため、
事業に要する経費の一部を支援する。

ひとり親家庭の親が一時的に家事援助、保育サービ
子ども家庭課
ひとり親家
スが必要となる場合に、家庭生活支援員（ヘルパー）を
家庭福祉担当
庭
派遣し、ひとり親家庭の生活の安定を図る。
TEL：023-630-2260
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（子育て支援）

ＨＰ、チラシ等

http://www.pref.yamagata.jp/o
u/kosodatesuishin/010002/kat
eifukushi/publicdocument2011
07199454816721.html

平成３０年度
事業名

事業概要

女性活躍・男女共同参画関係事業一覧
対象者

妊娠・出産・子育てに対する不安感を解消するため、
生まれてくる赤ちゃんと子育て家庭を社会全体で応援
妊娠・出産・子育て安心 するメッセージを贈るとともに、子育て世代包括支援セ
県民
31
生活応援事業
ンターの充実など、妊娠期から出産、子育て期にわたる
切れ目のない支援を充実し、安心して子育てできる環
境づくりを促進する。

32

担 当

子ども家庭課
母子保健担当
TEL：023-630-2260

母子家庭、父子家庭及び寡婦に対して、経済的自立
子ども家庭課
母子父子寡婦福祉資金
ひとり親家
と生活意欲の助長に必要な資金を貸し付け、福祉の増
家庭福祉担当
貸付事業
庭
進を図る。
TEL：023-630-2260

相談窓口に
生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支
ついて、生 地域福祉推進課
生活困窮者自立支援事 援するため、一人ひとりの状況に応じた包括的な自立
活や仕事な 保護指導担当
33
業
相談支援や、子どもの学習支援等の事業を実施し、自
どでお困り TEL：023-630-2334
立の促進を図る。
の方
働く女性の活躍や仕事と家庭の両立支援を推進する
ため,取組み内容に応じて「宣言企業」、「実践（ゴール
ド）企業」、「優秀（ダイヤモンド）企業」と段階的に登録・
企業等におけるワーク・ 認定する「山形いきいき子育て応援企業」の登録（新
県内企業
34 ライフ・バランス推進事 規）拡大を図るとともに、企業に対し各種奨励金を交付
等
業
する。
併せて制度の更なる周知と県内企業への取組み拡大
を図るため、山形いきいき子育て応援企業の「登録・認
定マーク」を製作・導入する。
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分 類

ＨＰ、チラシ等

（子育て支援）

（生活支援）

http://www.pref.yamagata.jp/o
u/kosodatesuishin/010002/kat
eifukushi/bosikafu.html

（生活支援）

http://www.pref.yamagata.jp/o
u/kenkofukushi/090014/hogo/
seikatsukonkyuusyajiritsushien
n.html

若者活躍・男女共同
http://www.pref.yamagata.jp/o
参画課
（ワーク・ライフ・バ
u/kosodatesuishin/010003/zyo
男女共同参画担当 ランスの推進）
sei/yamagataikiiki/
TEL：023-630-2101

平成３０年度
事業名

事業概要

女性活躍・男女共同参画関係事業一覧
対象者

女性活躍や男性の家事・育児への参画促進など、男
女が共に仕事と家庭生活を両立できる社会の実現を目
指し、「やまがた企業イクボス同盟」の加盟企業数を増
やしていくとともに、加盟企業等を対象とした情報交換
男性の家事・育児参画
県内企業
会や研修会を開催することで、イクボスやワーク・ライ
35
促進事業
等
フ・バランスの普及拡大を進めていく。
併せて、「やまがたイクメン応援サイト」にて男性の育
児参加に役立つ情報や「やまがた企業イクボス同盟」
の取組み状況を広く発信していく。

36 家庭教育出前講座

37

ひとり親家庭応援セン
ター事業

安心して子育てにかかわるための職場全体の理解の
県内事業
醸成、子育てと仕事の両立を図るための不安や悩みの
所
解決等、家庭教育に関する学習の機会を出前形式で
10社程度
事業所に提供するもの

担 当

若者活躍・男女共同
参画課
（ワーク・ライフ・バ
男女共同参画担当 ランスの推進）
TEL：023-630-2101

ＨＰ、チラシ等
やまがた企業イクボス同盟
URL
http://www.pref.yamagata.jp/o
u/kosodatesuishin/010003/zyo
sei/iku-boss-doumei/

やまがたイクメン応援サイト
URL
http://ymsc-ikumen.net/

文化財・生涯学習課
（ワーク・ライフ・バ http://www.labor.yamagata.jp/i
生涯学習振興室
ランスの推進）
nformation/3154/
TEL：023-630-3344

従来の母子家庭等就業・自立支援センター事業を拡
充し、ひとり親家庭に対する総合的な相談の受付及び
市町村や関係機関等で実施する支援への橋渡しを行
う、相談・支援の連携拠点としてひとり親家庭応援セン
子ども家庭課
ひとり親家
ターを運営する。併せて、ひとり親家庭の親の就業支援
家庭福祉担当
庭
のため、母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、
TEL：023-630-2260
関係機関と連携しながら就業相談の実施、就業支援セ
ミナー及び講習会等の開催、求人情報の提供等を行
う。
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分 類

（就業支援）

http://www.pref.yamagata.jp/o
u/kosodatesuishin/010002/kat
eifukushi/ouen-center.html

平成３０年度
事業名

事業概要

女性活躍・男女共同参画関係事業一覧
対象者

担 当

分 類

ＨＰ、チラシ等

（就業支援）

http://www.pref.yamagata.jp/o
u/kosodatesuishin/010002/kat
eifukushi/publicdocument2011
07199454816721.html

女性の就労相談、仕事と子育ての両立に関した情報
若者活躍・男女共同
提供や託児サービスの提供等によるワンストップ支援
マザーズジョブサポート
主に子育て 参画課
を行ったマザーズジョブサポート山形及びマザーズジョ
（就業支援）
39
の運営
中の女性 男女共同参画担当
ブサポート庄内の運営を行うとともに、各地域において
TEL：023-630-2101
出張相談・セミナーを開催する。

http://www.pref.yamagata.jp/o
u/kosodatesuishin/010003/zyo
sei/mothersjob/

ひとり親家庭の親の就職に有利で生活の安定に資す
子ども家庭課
ひとり親家庭資格取得 る資格取得のため、養成機関への入学準備から修業、 ひとり親家
家庭福祉担当
38
応援プロジェクト事業
就職準備までをパッケージ化して切れ目なく支援するこ 庭
TEL：023-630-2260
とで、ひとり親家庭の自立を支援する。

40 ナースセンター事業

潜在看護師等の再就業を促進するため、看護師等免
許保持者の届出制度などを活用しながら、県ナースセ
看護師等
ンターによる就業相談・斡旋、各種ガイダンス等の開催
を行う

スモールビジネス創出
41
支援事業

女性や若
農政企画課 農林水
女性や若者等による農産物や地域資源を活用した新 者等が中
産業所得向上担当
たな起業への取組みに対する支援
心となった
TEL：023-630-2383
団体・組織

女性医師が仕事と家庭を両立しながら医師として働き
続けることができる環境づくりを進めるため、女性医師
女性医師
42 女性医師サポート事業
支援ステーションを設置するとともに、女性医師の就労
環境の改善に取り組む病院を支援する

地域医療対策課
医師・看護師確保対
（就業支援）
策室
TEL：023-630-2258

（起業支援）

https://www.pref.yamagata.jp/
sangyo/nogyo/business/61400
01h30smallbusiness.html

地域医療対策課
医師・看護師確保対
（就労支援）
策室
TEL：023-630-2258

http://www.pref.yamagata.jp/o
u/kenkofukushi/090013/ishi_ka
ngoshikakuhotaisakushitu/jyos
ei.html

地域医療対策課
病院内保育所運営費補 看護師等の離職防止を図るため、院内保育事業を実 女性医師 医師・看護師確保対
（就労支援）
43
助事業
施した民間立病院に対して支援を行う
・看護師等 策室
TEL：023-630-3159
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http://www.nurseyamagata.or.jp/nurse/

平成３０年度
事業名

女性活躍・男女共同参画関係事業一覧

事業概要

対象者

担 当

介護休業制度の利用促進を図ることで家族の介護を
平成30年度介護対応代
県内に事務 長寿社会政策課
契機とした離職を防止するために、介護休業取得者の
所を置く企 介護事業担当
44 替職員確保支援費補助
代替職員を新たに雇用する際に要する経費を補助する
金
業・団体
ＴＥＬ：023-630-3120
もの
①雇用における男女の均等な機会及び処
遇の確保を図るため、ホームページ「ｗｅｂ労働やまが
た」やメールマガジン等を通じて関係機関と連携した普
山形県就職情報サイト 及啓発を行う。
45
運営事業
②ものづくり産業に対する女性の就業・定着を促進する
ため、「ものづくりヤマガタ情報サイトＹ＋Ｍ」を通じても
のづくり分野で活躍する女性を紹介することにより、将
来のものづくり産業を担う人材の確保に繋げる。

①労働者 雇用対策課
及び使用者
産業人材育成担当
②ＵＩＪター TEL:023-630-3245
ンを考えて 正社員化・働き方改
いる女性、 革推進室
若者
TEL:023-630-2378

働き方改革推進アドバイザーが雇用規模100人以下
非正規雇用労働者正社 の企業を訪問し、多様な正社員制度、フレックスタイム
中小企業
46 員化・所得向上促進事 制や始業時間・終業時間の前倒しなど、労働者それぞ
200社
業費
れの事情に応じた多様で柔軟な働き方について周知啓
発及び相談・助言を行う。

分 類

（就労支援）

①web労働やまがたHP
http://www.labor.yamagata.jp/
（就労支援）

②ものづくりヤマガタ情報サイ
トＹ＋Ｍ HP
http://www.mono.yamagata.jp/

雇用対策課
正社員化・働き方改
革推進室
TEL:023-630-2378

（就労支援）

採用や解雇、賃金や労働時間・退職金等の労働条
雇用対策課
件、セクシャル・ハラスメント問題など、労働全般に関し
山形県中小企業労働相 た諸問題について、具体的、個別的な相談に応じ、助 労働者及び
正社員化・働き方改
47
談事業
言を行う。なお、各総合支庁に労働相談員（社会保険 使用者
革推進室
労務士）を週1回（半日））配置したことにより、より専門
TEL:023-630-2378
的な相談へも対応する。

（就労支援）

常用労働
労政関係調査事業
県内の民間事業所における労働者の労働条件等を 者5人以上
48 （労働条件等実態調査 把握し、県の労働行政の基礎資料とするため、「育児休 を雇用する
事業費）
業制度の有無及び取得状況」等について調査する。
1,500事業
所

（就労支援）
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ＨＰ、チラシ等

雇用対策課
正社員化・働き方改
革推進室
TEL:023-630-2378

http://www.labor.yamagata.jp/
news/4129/

