
①

令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

女性の活躍推進フォーラム 継続

　女性の活躍の推進を図るため、県内の企業経営
者等が一堂に会する「清流の国ぎふ女性の活躍推
進フォーラム」を開催する。
【令和３年度実績】
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催せず

　女性の活躍に向け、さらなる気運の醸成を図るた
め、基調講演のほか、女性の活躍を推進するため
に必要と考えられる、経営者の意識改革、働き方改
革、女性のキャリア育成・管理職登用といった、各課
題に焦点を当て、県内企業・団体が課題解決に向
け実行できる具体的な先進事例を紹介する。 10月 10,000 10,000

男女共同参画・女
性の活躍推進課

「ぎふ女のすぐれもの」認定事業 継続

　県内の企業等から、女性が企画・開発に参画した
商品及び取組を募集し、その中から優れたものを
「ぎふ女のすぐれもの」として認定・公表することで、
女性の登用や活躍の具体的な効果を県内の企業
や県民に分かりやすく周知し、女性の活躍を推進。
【令和３年度実績】
　THE GIFTS SHOPにてフェアを開催（12月）
　モレラ岐阜にてフェアを開催（2月）
　EQUALAND SHIBUYAへ出展（3月）

　女性が企画・開発に参画した商品及び取組を募集
し、その中から優れたものを「ぎふ女のすぐれもの」
として認定・公表することで、女性の登用や活躍の
具体的な効果を県内の企業や県民に分かりやすく
周知し、女性の活躍を推進。

5～3月 14,280 14,280
男女共同参画・女
性の活躍推進課

清流の国ぎふ女性の活躍推進会
議

継続

　本県が取り組むべき女性活躍推進施策の方向
性、その取組みに対する評価・検証、それを踏まえ
た新たな施策について議論するため、女性の活躍
推進に取り組む経済界、学識経験者、行政関係者
が参画する「清流の国ぎふ女性の活躍推進会議」を
開催した。

※「清流の国ぎふ女性の活躍推進計画」は、コロナ
禍の影響を踏まえ、当会議での意見聴取を経て、計
画期間を１年半延長

【令和３年度実績】
　○清流の国ぎふ女性の活躍推進会議
　　R3.5.26 開催
　○清流の国ぎふ女性の活躍推進会議
　　検討委員会合同会議
　　R3.4.27、12.21 開催

　本県が取り組むべき女性活躍推進施策の方向
性、その取組みに対する評価・検証、それを踏まえ
た新たな施策について議論するため、女性の活躍
推進に取組む経済界、学識経験者、行政関係者が
参画する「清流の国ぎふ女性の活躍推進会議」を開
催する。
　令和４年度は「清流の国ぎふ女性の活躍推進計
画」と「岐阜県男女共同参画計画」の統合のため、
推進会議を年1回開催予定。

6月 1,080 1,080
男女共同参画・女
性の活躍推進課

岐阜県女性の活躍推進に関する施策(令和３年度実績及び令和４年度実施計画)

政策の柱１　　　　女性の活躍推進に向けた組織風土づくり

トップの意識改革、女性人材の登用を経営戦略とする姿勢の明確化

当初予算額（千円）
実施時期令和４年度実施予定の事業内容事業内容及び令和３年度実績事業名

新規
継続
廃止

男女共同参画に関する施策より再掲



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

各企業団体主催の経営者向けセミ
ナー開催の促進（女性の活躍推進
会議の開催）

継続

　女性の活躍推進会議構成団体へ女性の活躍に係
る取組み状況について照会し、推進会議の中で情
報提供するとともに、積極的な取組みを依頼する。

　女性の活躍推進会議構成団体へ女性の活躍に係
る取組み状況について照会し、推進会議の中で情
報提供するとともに、積極的な取組みを依頼する。

6月 1,080 1,080
男女共同参画・女
性の活躍推進課

ワーク・ライフ・バランス推進エクセ
レント企業拡大促進事業

継続

　企業の子育て支援に関する取組を促進し、仕事と
家庭の両立を推進するため、岐阜県ワーク・ライフ・
バランス推進企業登録制度を普及するとともに、他
の企業の模範となるエクセレント企業を育成・支援
するほか、エクセレント企業制度等について広く県
内への周知を図る。
【令和３年度実績】
＜認定企業数＞
　16社
＜認定関連事業＞
　新型コロナウイルス感染症の影響により、認定式
（2/16）を規模を縮小して実施。ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する特別講演は中止。

　企業の子育て支援に関する取組を促進し、仕事と
家庭の両立を推進するため、岐阜県ワーク・ライフ・
バランス推進企業登録制度を普及するとともに、他
の企業の模範となるエクセレント企業を育成・支援
するほか、エクセレント企業制度等について広く県
内への周知を図る。

通年 32,537 31,774
男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性の活躍推進に向けた企業の優
良事例の広報

継続

　女性管理職の発掘や女性社員の育成手法等の以
下の取組みを共有するため、県内企業における優
良事例を「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータ
ルサイト」で紹介。
　・現場の社員が感じている課題を吸い上げて、
　　働き方改革につなげる仕組み
　・女性の管理職への登用
　・メンター制度
　・育児休業中社員の離職防止対策
　【令和３年度実績】
　　9社

　女性管理職の発掘や女性社員の育成手法等の以
下の取組みを共有するため、県内企業における優
良事例を「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータ
ルサイト」で紹介。
　・現場の社員が感じている課題を吸い上げて、
　　働き方改革につなげる仕組み
　・女性の管理職への登用
　・メンター制度
　・育児休業中社員の離職防止対策 通年

3,630
の内数

3,630
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

女性活躍推進調査実施 廃止

　本県の女性活躍を推進するため、withコロナ社会
における県内企業等の取組状況や課題、ニーズを
把握するため、Ｒ３年度に女性活躍推進調査を実施
する。

　[調査概要]
　調査期間：令和３年７月頃
　調査対象：県内企業、女性従業員　各2,000
　調査票の配布・回収：郵送による
　設問構成：女性の活躍推進への考え方
　　　　　　女性活躍の取組状況
　　　　　　女性の継続就労や管理職登用
　　　　　　への意識
　　　　　　女性の活躍を推進するうえでの
　　　　　　課題
　　　　　　県への要望　　　　　　　など

― ― 2,200 ―
男女共同参画・女
性の活躍推進課

②

令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

イクメン・イクボス拡大促進事業 継続

　イクボスの拡大促進に向けて、引き続き経営者等
の意識改革を目的とした講座、学習会及び企業内
での研修を実施する。

【令和３年度実績】
・イクボス養成講座・学習会　87名参加
・企業等内研修　10社　140名参加

　企業での職場環境改善に向けた講座等や男性が
主体的に家事、育児、介護等に参画することを目的
とした男性の意識を改革する講座を実施する。
・イクボス養成講座
・企業内研修
・イクメン・家事メン養成講座 通年

3,759
の内数

3,786
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性の活躍推進に向けた企業等の
優良事例調査の広報【再掲】

継続

　女性管理職の発掘や女性社員の育成手法等の以
下の取組みを共有するため、県内企業における優
良事例を「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータ
ルサイト」で紹介。
　・現場の社員が感じている課題を吸い上げて、
　　働き方改革につなげる仕組み
　・女性の管理職への登用
　・メンター制度
　・育児休業中社員の離職防止対策
　【令和３年度実績】
　　9社

　女性管理職の発掘や女性社員の育成手法等の以
下の取組みを共有するため、県内企業における優
良事例を「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータ
ルサイト」で紹介。
　・現場の社員が感じている課題を吸い上げて、
　　働き方改革につなげる仕組み
　・女性の管理職への登用
　・メンター制度
　・育児休業中社員の離職防止対策

通年
3,630

の内数
3,630

の内数
男女共同参画・女
性の活躍推進課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）

男性の意識を変え、女性を育成できる管理職を増やす

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



③

令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

女性の活躍推進フォーラム【再掲】 継続

　女性の活躍の推進を図るため、県内の企業経営
者等が一堂に会する「清流の国ぎふ女性の活躍推
進フォーラム」を開催する。
【令和３年度実績】
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催せず

　女性の活躍に向け、さらなる気運の醸成を図るた
め、基調講演のほか、女性の活躍を推進するため
に必要と考えられる、経営者の意識改革、働き方改
革、女性のキャリア育成・管理職登用といった、各課
題に焦点を当て、県内企業・団体が課題解決に向
け実行できる具体的な先進事例を紹介する。 10月 10,000 10,000

男女共同参画・女
性の活躍推進課

各企業団体主催の経営者向けセミ
ナー開催の促進（女性の活躍推進
会議の開催）【再掲】

継続

　女性の活躍推進会議構成団体へ女性の活躍に係
る取組み状況について照会し、推進会議の中で情
報提供するとともに、積極的な取組みを依頼する。

　女性の活躍推進会議構成団体へ女性の活躍に係
る取組み状況について照会し、推進会議の中で情
報提供するとともに、積極的な取組みを依頼する。

6月 1,080 1,080
男女共同参画・女
性の活躍推進課

男女共同参画講座(男女共同参画
フォーラム)

継続

　男女共同参画について県民の方の関心と理解を
より一層深めるために「男女共同参画フォーラム」を
開催する。

【令和３年度実績】
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催せず

　男女共同参画について県民の方の関心と理解を
より一層深めるために「男女共同参画フォーラム」を
開催する。

11月
2,324

の内数
2,221

の内数
男女共同参画・女
性の活躍推進課

イクメン・イクボス拡大促進事業【再
掲】

継続

　イクボスの拡大促進に向けて、引き続き経営者等
の意識改革を目的とした講座、学習会及び企業内
での研修を実施する。

【令和３年度実績】
・イクボス養成講座・学習会　87名参加
・企業等内研修　10社　140名参加

　企業での職場環境改善に向けた講座等や男性が
主体的に家事、育児、介護等に参画することを目的
とした男性の意識を改革する講座を実施する。
・イクボス養成講座
・企業内研修
・イクメン・家事メン養成講座 通年

3,759
の内数

3,786
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）

社会全体の気運醸成



①

令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

ワーク・ライフ・バランス推進エクセ
レント企業拡大促進事業【再掲】

継続

　企業の子育て支援に関する取組を促進し、仕事と
家庭の両立を推進するため、岐阜県ワーク・ライフ・
バランス推進企業登録制度を普及するとともに、他
の企業の模範となるエクセレント企業を育成・支援
するほか、エクセレント企業制度等について広く県
内への周知を図る。
【令和３年度実績】
＜認定企業数＞
　16社
＜認定関連事業＞
　新型コロナウイルス感染症の影響により、認定式
（2/16）を規模を縮小して実施。ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する特別講演は中止。

　企業の子育て支援に関する取組を促進し、仕事と
家庭の両立を推進するため、岐阜県ワーク・ライフ・
バランス推進企業登録制度を普及するとともに、他
の企業の模範となるエクセレント企業を育成・支援
するほか、エクセレント企業制度等について広く県
内への周知を図る。

通年 32,537 31,774
男女共同参画・女
性の活躍推進課

ワーク・ライフ・バランス推進エクセ
レント企業拡大・支援事業費補助金

継続

　岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企
業の認定を促進するため、企業等が従業員の仕事
と家庭の両立支援、女性の活躍推進等を図る目的
で行う事業やエクセレント企業の人材確保につなが
る事業に対する補助を行う。
【令和３年度実績】
・実施企業数：３社
・補助金額：469,000円
・補助内容：WLBに関する研修、労務管理ソフトの導
入等

　岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企
業の認定を促進するため、企業等が従業員の仕事
と家庭の両立支援、女性の活躍推進等を図る目的
で行う事業やエクセレント企業の人材確保につなが
る事業に対する補助を行う。

通年 1,600 1,600
男女共同参画・女
性の活躍推進課

ワーク・ライフ・バランス推進エクセ
レント企業ブラッシュアップ応援事
業

継続

　岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企
業の取組みをブラッシュアップするため、企業への
アドバイザー派遣による指導・助言を行う。
【令和３年度実績】
　令和２年度に適合性を満たさなかった14社と令和
３年度に適合性を満たさなかった３社に対して社労
士による助言を実施。

　岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企
業のエクセレント企業認定基準への適合性を確保
するため、アドバイザー派遣による指導・助言のほ
か、さらなる取組みの向上を目指すための個別相
談会や学習会を開催する。

通年 1,026 1,343
男女共同参画・女
性の活躍推進課

実施時期
当初予算額（千円）

働き方改革、ワーク・ライフ・バランス環境の提供

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容

政策の柱２　　　　ワーク・ライフ・バランスの実現、働き方改革の推進に向けた環境整備



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

女性の活躍推進に向けた企業の優
良事例の広報【再掲】

継続

　女性管理職の発掘や女性社員の育成手法等の以
下の取組みを共有するため、県内企業における優
良事例を「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータ
ルサイト」で紹介。
　・現場の社員が感じている課題を吸い上げて、
　　働き方改革につなげる仕組み
　・女性の管理職への登用
　・メンター制度
　・育児休業中社員の離職防止対策
　【令和３年度実績】
　　9社

　女性管理職の発掘や女性社員の育成手法等の以
下の取組みを共有するため、県内企業における優
良事例を「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータ
ルサイト」で紹介。
　・現場の社員が感じている課題を吸い上げて、
　　働き方改革につなげる仕組み
　・女性の管理職への登用
　・メンター制度
　・育児休業中社員の離職防止対策

通年
3,630

の内数
3,630

の内数
男女共同参画・女
性の活躍推進課

企業内家庭教育研修
（岐阜県家庭の教育力向上事業
費）

継続

　企業及び企業団体等に積極的に働きかけ、県内
全ての圏域で働く保護者を対象とした家庭教育講
座を開催した。

　14事業所16講座　298人受講

　企業・事業所と連携し、子育て中の親やこれから
親になる若い従業員、子育てが一段落した従業員、
管理職など幅広い層への家庭教育研修を行い、子
どもの健全な成長を地域社会全体で支え合う環境
を整備する。

通年 2,153 2,737 環境生活政策課

建設工事入札参加資格に係る主観
的事項審査の評価項目として設定

継続

　建設工事入札参加資格に係る主観的事項審査に
おいて、一般事業主行動計画の策定・届出企業ま
たは岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制
度の登録企業について加点評価する。

　建設工事入札参加資格に係る主観的事項審査に
おいて、一般事業主行動計画の策定・届出企業ま
たは岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制
度の登録企業について加点評価する。

通年 ― ― 技術検査課

公募型プロポーザル方式により調
達を行う際の評価項目として設定

継続

　公共調達において、公募型プロポーザル方式によ
り事業者を選定する場合、岐阜県ワーク・ライフ・バ
ランス推進エクセレント企業等を加点評価する取組
みを推進する。

　公共調達において、公募型プロポーザル方式によ
り事業者を選定する場合、岐阜県ワーク・ライフ・バ
ランス推進エクセレント企業等を加点評価する取組
みを推進する。

通年 ― ―
男女共同参画・女
性の活躍推進課

令和４年度実施予定の事業内容 実施時期事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

中小企業制度融資貸付金 継続

　中小企業制度融資貸付金による低利融資を実施
する。
　令和３年度より融資対象者に「清流の国ぎふ」
SDGs推進ネットワーク登録事業者を追加。
＜資金名＞SDGs推進資金
・融資限度額：運転資金：4,000万円
　　　　　　　設備資金：10,000万円
・償還期間：運転資金7年　設備資金15年
　         （据置期間1年以内）
・融資利率　年0.8%（償還期間が10年を超える
　          場合年1.2％）
・信用保証料：必要により 年0.35～1.0％
・担保：原則無担保
・保証人：原則、法人代表者以外は不要

　中小企業制度融資貸付金による低利融資を実施
する。
　SDGsの推進やワーク・ライフ・バランスなど働き方
改革に取り組む事業者を支援する。
＜資金名＞SDGs推進資金
・融資限度額：運転資金：4,000万円
　　　　　　　設備資金：10,000万円
・償還期間：運転資金7年　設備資金15年
　         （据置期間1年以内）
・融資利率　年0.8%（償還期間が10年を超える
　          場合年1.2％）
・信用保証料：必要により 年0.35～1.0％
・担保：原則無担保
・保証人：原則、法人代表者以外は不要

通年 537,500 322,500 商業・金融課

②

令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

イクメン・イクボス拡大促進事業【再
掲】

継続

　イクボスの拡大促進に向けて、引き続き経営者等
の意識改革を目的とした講座、学習会及び企業内
での研修を実施する。

【令和３年度実績】
・イクボス養成講座・学習会　87名参加
・企業等内研修　10社　140名参加

　企業での職場環境改善に向けた講座等や男性が
主体的に家事、育児、介護等に参画することを目的
とした男性の意識を改革する講座を実施する。
・イクボス養成講座
・企業内研修
・イクメン・家事メン養成講座

通年
3,759

の内数
3,786

の内数
男女共同参画・女
性の活躍推進課

イクメン・イクボス拡大促進事業【再
掲】

継続

　男性が主体的に家事、育児、介護等に参画できる
環境づくりを推進するため、子育て世代や退職後世
代の男性の意識改革をする講座を開催する。
・イクメン・家事メン養成講座 R3.12.5 51名参加

　男性が主体的に家事、育児、介護等に参画できる
環境づくりを推進するため、子育て世代や退職後世
代の男性の意識改革をする講座を開催する。

通年
3,759

の内数
3,786

の内数
男女共同参画・女
性の活躍推進課

家事・育児・介護等に参画する男性
の紹介

継続

　県内で家事・育児・介護等に参画する男性を「ぎふ
ジョ！女性の活躍を応援するポータルサイト」や地
域情報誌にて紹介する。
【令和３年度実績】10名

　県内で家事・育児・介護等に参画する男性を「ぎふ
ジョ！女性の活躍を応援するポータルサイト」や地
域情報誌にて紹介する。

通年
3,630

の内数
3,630

の内数
男女共同参画・女
性の活躍推進課

男性の育児休業、家事・育児参加の推進

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）

実施時期
当初予算額（千円）

令和４年度実施予定の事業内容



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

企業内家庭教育研修【再掲】
（岐阜県家庭の教育力向上事業
費）

継続

　企業及び企業団体等に積極的に働きかけ、県内
全ての圏域で働く保護者を対象とした家庭教育講
座を開催した。

　14事業所16講座　298人受講

　企業・事業所と連携し、子育て中の親やこれから
親になる若い従業員、子育てが一段落した従業員、
管理職など幅広い層への家庭教育研修を行い、子
どもの健全な成長を地域社会全体で支え合う環境
を整備する。 通年 2,153 2,737 環境生活政策課

父子手帳発行事業費 継続

　市町村での母子手帳交付に合わせて県父子手帳
を新米パパに配布
【令和３年度実績】
15,500部発行

　市町村での母子手帳交付に合わせて県父子手帳
を新米パパに配布

15,500部発行 通年 1,060 1,060
男女共同参画・女
性の活躍推進課

｢早く家庭に帰る日｣(毎月8のつく
日)の普及促進

継続

　｢安心して子どもを生み育てることができる岐阜県
づくり条例｣で定める｢早く家庭に帰る日（8のつく
日）｣には、子育て家庭の父親をはじめとする保護者
の働き方を見直して早く帰宅し、家族そろって夕食
を食べたり、子どもとふれあう時間がもてるよう啓発
する。

　｢安心して子どもを生み育てることができる岐阜県
づくり条例｣で定める｢早く家庭に帰る日（8のつく
日）｣には、子育て家庭の父親をはじめとする保護者
の働き方を見直して早く帰宅し、家族そろって夕食
を食べたり、子どもとふれあう時間がもてるよう啓発
する。

通年 ― ―
男女共同参画・女
性の活躍推進課

③

令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

男女共同参画・女性の活躍支援セ
ンターの運営（相談事業）

継続

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、一般電話相談、男性専門電話相談、LGBT専門
電話相談、法律相談、こころの相談（女性限定）を実
施する。

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、一般電話相談、男性専門電話相談、LGBT専門
電話相談、法律相談、こころの相談（女性限定）を実
施する。

通年 26,709 26,471
男女共同参画・女
性の活躍推進課

男女共同参画・女性の活躍支援セ
ンター運営事業（キャリ☆ナビ、就
労・子育て相談）

継続

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、育児の心配事、子どもへの寄り添い方、子育て
情報、育児をめぐる人間関係などに係る子育て相談
をワンストップで実施するとともに、就労・子育てに
関する講座（キャリ☆ナビ）を開催する。

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、育児の心配事、子どもへの寄り添い方、子育て
情報、育児をめぐる人間関係などに係る子育て相談
をワンストップで実施するとともに、就労・子育てに
関する講座（キャリ☆ナビ）を開催する。 通年

14,713
の内数

14,755
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

当初予算額（千円）

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容事業名
新規
継続
廃止

就労・子育ての不安解消

実施時期



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

男女共同参画・女性の活躍支援セ
ンター運営事業費（出張キャリ☆ナ
ビ）

継続

　中濃・東濃の２圏域の市町村と連携し、就労・子育
てに関する講座（キャリ☆ナビ）及び個別相談を定
期的に実施する。

【令和３年度実績】
ブランチ機能（出張キャリ☆ナビ）
　・中濃（１市　延べ２回）
　・東濃（１市　延べ２回）

　中濃・東濃・飛騨の３圏域の市町村と連携し、就
労・子育てに関する講座（キャリ☆ナビ）及び個別相
談を実施する。
　オンラインによる就労・子育てに関する講座（キャ
リ☆ナビ）及び個別相談を実施する。

通年 506 291
男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性の活躍支援事業
（女性の活躍応援プロジェクト事業）

継続

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、参加対象ごとに目的を明確にした講座・交流会
を開催する。

【令和３年度実績】
〇働く女性向け講座
・キャリアアップ講座 全5回 延153名参加
〇再就職を希望する女性向け講座
・マインドアップ講座 全5回 延84名参加

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、参加対象ごとに目的を明確にした講座・交流会
を開催する。

○働く女性向け講座
○再就職を希望する女性向け講座 通年

8,856
の内数

10,448
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性の活躍支援事業
（女性の活躍応援プロジェクト事業）
【再掲】

継続

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、育児休業者に対する復帰支援、再就職支援に
係る講座や交流会等を開催する。

【令和３年度実績】
〇育児休業者に対する復帰支援
・先輩社員との意見交換会及び交流会 全2回 延11
名参加
・職場復帰後の両立支援セミナー 全2回 延23名参
加
〇再就職支援
・マインドアップ講座 全5回 延べ84名参加

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、育児休業者に対する復帰支援、再就職支援に
係る講座や交流会等を開催する。

○育児休業者に対する復帰支援
○再就職支援

通年
8,856

の内数
10,448
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

【～R3】
女性の継続就業支援事業
【R4～】
女性の活躍支援事業（女性の活躍
応援プロジェクト事業）

継続

　女性のキャリア形成や継続就業について、企業等
と女性従業員の両者が課題の共有化を図るための
講座や検討会を開催する。

【令和３年度実績】
　・６社 延41名参加

　女性のキャリア形成や継続就業について、企業等
と女性従業員の両者が課題の共有化を図るための
講座や検討会を開催する。

通年 1,285
10,448
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性のデジタルスキル習得支援事
業

新規 ―

　女性のキャリア継続や再就職を後押しするため、
デジタル技術が普及した社会で働くうえで必要な知
識やスキルを体系的に習得するための講座を開催
する。

11月 ― 2,398
男女共同参画・女
性の活躍推進課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 実施時期
当初予算額（千円）

令和４年度実施予定の事業内容



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

中小企業総合人材確保センター運
営事業

継続

　県内企業への就職促進のため、併設するハロー
ワークとともに就職相談から職業紹介に至る雇用関
連サービスをワンストップで提供する。
【令和３年２月末時点】
　女性の新規登録者数　1,213人
　女性の就職決定者数　　822人

　県内各地で就職相談会や合同企業説明会を開催
するとともに、企業に対して、再就職を希望する女
性の雇用を促すセミナー等を開催する。
　対面形式の就職相談のほか、Ｗｅｂ・電話によるリ
モート相談にも対応。

通年 122,310 147,892 産業人材課

離職者等委託訓練事業 継続

　再就職を希望する女性のニーズを踏まえ、医療事
務や事務経理分野など、資格取得・知識習得のた
めの訓練コースを設定し、就職支援を実施。一部、
託児付とする。
　51コース計画、定員　850人
【実績（令和４年３月末時点）】
　55コース実施　入校者　755人
 （うち託児サービス利用 3コース、利用児童3人）
　入校者のうち女性570人（75.5%）

　再就職を希望する女性のニーズを踏まえ、医療事
務、事務経理、介護員養など、資格取得・知識習得
のための訓練コースを設定し、就職支援を実施。一
部、託児付とする。

通年 405,300 463,076 労働雇用課

女性医師等就労環境改善事業費
補助金

継続

　女性医師等の離職防止・復職促進を図るため、仕
事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の整
備を行う病院への支援を行う。
（短時間勤務の導入、宿日直の免除、復職研修等
の取組みに要する経費に対し、補助金を交付）
交付先：14病院

　女性医師等の離職防止・復職促進を図るため、仕
事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の整
備を行う病院への支援を行う。
（短時間勤務の導入、宿日直の免除、復職研修等
の取組みに要する経費に対し、補助金を交付） 通年 38,731 45,487

医療福祉連携推
進課

女性医師等就労支援事業費 継続

　出産・育児及び復職に不安を抱える女性医師等
が相談できる窓口の設置、就労環境等に関する講
演会の開催等により、女性医師等の離職防止・復
職を促進。
・女性医師等の勤務環境の実態調査・分析
・病院管理者等向け講演会

　出産・育児及び復職に不安を抱える女性医師等
が相談できる窓口の設置、就労環境等に関する講
演会の開催等により、女性医師等の離職防止・復
職を促進。
・女性医師等の勤務環境の実態調査・分析
・病院管理者等向け講演会

通年 2,806 2,806
医療福祉連携推
進課

介護人材の復職支援・定着支援 廃止

　介護職員の産休・育休取得後の職場復帰にあ
たって生じる離職要因の解消を図るため、介護事業
者が産休・育休職員のための代替職員を、育休等
職員の復帰後も継続して雇用する場合の経費の一
部を補助した。
決定件数：8件
決定金額：4,539千円

申請件数も近年減少傾向にあり、役割終了として廃
止

通年 6,887 ― 高齢福祉課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

女性の活躍を応援するポータルサ
イト「ぎふジョ！」の運用

継続

　岐阜で活躍する女性及び家事・育児・介護等に参
画する男性のロールモデル、ワーク・ライフ・バラン
ス推進エクセレント企業等、各種支援制度を紹介す
る「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータルサイ
ト」を運営する。

　岐阜で活躍する女性及び家事・育児・介護等に参
画する男性のロールモデル、ワーク・ライフ・バラン
ス推進エクセレント企業等、各種支援制度を紹介す
る「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータルサイ
ト」を運営する。

通年 814 814
男女共同参画・女
性の活躍推進課

岐阜で活躍する女性の紹介 継続

　県内で活躍する女性を「ぎふジョ！女性の活躍を
応援するポータルサイト」や地域情報誌にて紹介す
る。
【令和３年度実績】47名

　県内で活躍する女性を「ぎふジョ！女性の活躍を
応援するポータルサイト」や地域情報誌にて紹介す
る。 通年

3,630
の内数

3,630
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

ぎふ子育て応援団 継続

　県内の子育て支援に関する情報や子育て家庭に
役立つ情報をワンストップで入手できる総合窓口と
して、岐阜県子育て支援ポータルの専用サイト（名
称：ぎふ子育て応援団）を運営。

 子育て支援情報の総合窓口として、岐阜県子育て
支援ポータルの専用サイト （名称：ぎふ子育て応援
団）を運営し、県内の子育て支援に関する情報や子
育て家庭に役立つ情報を提供する。

通年 871 871 子育て支援課

④

令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

第２子以降の放課後児童クラブ利
用料の減免

継続

　放課後児童クラブに2人以上の児童を通わせてい
る年収約470万円未満の世帯に対し利用料減免を
実施している市町村に対して、利用料減免額の1/2
の費用を補助する。
【令和３年度実績（見込み）】
　15市町、405人

　放課後児童クラブに2人以上の児童を通わせてい
る年収約470万円未満の世帯に対し利用料減免を
実施している市町村に対して、利用料減免額の1/2
の費用を補助する。
【令和４年度計画】
　15市町

通年 6,708 4,814 子育て支援課

第３子以降保育料等無償化事業費
補助金

継続

　県が定める所得要件の範囲内において、市町村
が３人以上の児童を現に扶養する多子世帯に対し、
第３子以降の保育所、認定こども園、幼稚園等に係
る保育料を無償化する場合に、県が市町村に対し、
3歳未満児の保育料及び3歳以上児（保育認定子ど
もに限る）の副食費の無償化に係る費用を補助す
る。
【令和３年度実績】
　36市町村

　県が定める所得要件の範囲内において、市町村
が３人以上の児童を現に扶養する多子世帯に対し、
第３子以降の保育所、認定こども園等に係る保育料
及び副食費を無償化する場合に、県が市町村に対
し、保育料及び副食費の無償化に係る費用を補助
する。
　また、保育の必要性があるが、認可保育所に空き
がない等の理由により、やむなく認可外保育施設
（国基準適合施設）に入所するよう市町村によって
措置された児童の3歳未満児の保育料（上限4.2万
円）及び3歳以上児の副食費（上限4500円）につい
ても補助。
【令和４年度計画】
　39市町村

通年 54,531 53,384 子育て支援課

子育て支援サービスの環境整備

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

多子世帯病児・病後児保育料利用
料無償化事業費補助金

継続

　３人以上の児童を現に扶養する多子世帯に対し
て、病児・病後児保育を利用する場合の利用料の
免除を行う市町村に対し補助する。
【令和３年度実績（見込み）】
　25市町、2,798人

　３人以上の児童を現に扶養する多子世帯に対し
て、病児・病後児保育を利用する場合の利用料の
免除を行う市町村に対し補助する。
【令和４年度計画】
　26市町

通年 4,018 4,459 子育て支援課

地域子ども・子育て支援事業費補
助金

継続

　子ども・子育て支援法に基づき、放課後児童クラ
ブ、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業等、
地域の実情に応じて市町村が実施する13の子ども・
子育て支援事業について、支援を行う。

【令和３年度実績】
　41市町村、315事業

　子ども・子育て支援法に基づき、放課後児童クラ
ブ、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業等、
地域の実情に応じて市町村が実施する13の子ども・
子育て支援事業について、支援を行う。

【令和４年度計画】
　40市町村　317事業

通年
1,507,218の

内数
1,613,979の

内数
子育て支援課

保育所等緊急整備事業費補助金 継続

①保育所緊急整備事業
　保育所又は幼保連携型認定こども園の保育を実
施する部分の整備や老朽改築等による保育環境整
備などに要する費用の補助を行う。
②小規模保育事業所整備事業
　小規模保育事業所の施設整備に対して補助を行
う。
③認定こども園整備事業
　幼稚園型認定こども園の保育所機能部分の整備
や老朽改築等による保育環境整備などの認定こど
も園の施設整備に要する費用の補助を行う。
【令和３年度実績】
　4市町、4施設

①保育所緊急整備事業
　保育所又は幼保連携型認定こども園の保育を実
施する部分の整備や老朽改築等による保育環境整
備などに要する費用の補助を行う。
②小規模保育事業所整備事業
　小規模保育事業所の施設整備に対して補助を行
う。
③認定こども園整備事業
　幼稚園型認定こども園の保育所機能部分の整備
や老朽改築等による保育環境整備などの認定こど
も園の施設整備に要する費用の補助を行う。
【令和４年度計画】
　3市町、3施設

通年 98,840 96,866 子育て支援課

保育環境改善等事業費補助金 新規 ―

　公立及び私立保育所等の保育環境の向上等を図
るため、老朽化した備品や、フローリング貼・カー
ペット敷等の設備の購入や更新及び改修等を行う
費用について補助を行う。
【令和４年度計画】
　31市町村、106施設

通年 ― 72,114 子育て支援課

延長保育事業
※27年度から地域子ども・子育て
支援事業費補助金に移行

継続

　就労形態の多様化等に伴う保育時間の延長の需
要に対応するため、私立保育所等に対して補助す
る。

　就労形態の多様化等に伴う保育時間の延長の需
要に対応するため、私立保育所等に対して補助す
る。 通年

1,507,218
の内数

1,613,979
の内数

子育て支援課

低年齢児保育促進事業費補助金 継続

　年度途中の入所希望に対応するため、低年齢児
の担当保育士を年度当初に予め加配した私立保育
所等に対して人件費の一部を助成する。
【令和３年度実績】
 　21市町、88施設

　年度途中の入所希望に対応するため、低年齢児
の担当保育士を年度当初に予め加配した私立保育
所等に対して人件費の一部を助成する。
【令和４年度計画】
　 21市町、86施設

通年 61,088 44,968 子育て支援課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

一時預かり事業
(旧：一時保育促進事業）
※27年度から地域子ども・子育て
支援事業費補助金に移行

継続

　就労形態の多様化に伴い、パートタイム就労等で
家庭での保育が断続的に困難になる場合や保護者
の傷病、入院等による緊急・一時的な保育ニーズに
対応するため、一時預かり事業を推進する。
【令和３年度実績】
　34市町　258か所

　就労形態の多様化に伴い、パートタイム就労等で
家庭での保育が断続的に困難になる場合や保護者
の傷病、入院等による緊急・一時的な保育ニーズに
対応するため、一時預かり事業を推進する。
【令和４年度計画】
　34市町　269か所

通年
1,507,218の

内数
1,613,979の

内数
子育て支援課

乳幼児保育特別対策事業費補助
金

継続

　基準を満たす認可外保育所に対して、市町村が乳
幼児（０～２歳児）保育を委託する場合、市町村に対
して、児童数や延長時間数等に応じて運営費を支
援する。
【令和３年度実績】
　なし

　基準を満たす認可外保育所に対して、市町村が乳
幼児（０～２歳児）保育を委託する場合、市町村に対
して、児童数や延長時間数等に応じて運営費を支
援する。
【令和４年度計画】
　1市、１施設

通年 1,491 205 子育て支援課

休日保育事業
※27年度から施設型給付費・地域
型保育給付費に移行

継続

　就労形態の多様化に鑑み、日曜・祝祭日などの休
日の保育需要に対応するため、保育所において休
日保育を実施する。

　就労形態の多様化に鑑み、日曜・祝祭日などの休
日の保育需要に対応するため、保育所において休
日保育を実施する。

通年
1,507,218

の内数
1,613,979

の内数
子育て支援課

私立幼稚園預かり保育事業補助金
（私立幼稚園教育振興費補助金）

継続

　子育て中の親の就業を支援するため、幼稚園の
教育時間の前後においても園児を幼稚園内で過ご
させる預かり保育を継続的に実施する幼稚園を対
象に助成
【令和３年度実績】
　実施園数：74園
　補助額：171,086千円

　子育て中の親の就業を支援するため、幼稚園の
教育時間の前後においても、幼稚園内で園児の保
育を行う預かり保育を継続的に実施する幼稚園を
対象に助成

通年 163,014 168,365
私学振興・青少年
課

地域子育て支援拠点事業
※27年度から地域子ども・子育て
支援事業費補助金に移行

継続

　乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所
を市町村が開設し、子育てについての相談、情報の
提供、助言その他の援助を行う地域子育て支援拠
点事業の実施を促進する。
【令和３年度実績】
　40市町村 　134か所

　乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所
を市町村が開設し、子育てについての相談、情報の
提供、助言その他の援助を行う地域子育て支援拠
点事業の実施を促進する。
【令和４年度計画】
　40市町村 　138か所

通年
1,507,218の

内数
1,613,979の

内数
子育て支援課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

保育分野への進学・就職総合フェ
ア開催事業費

継続

　将来保育人材になり得る進路選択を控えた中高
生や保護者、潜在保育士や保育の仕事に興味を持
つ方などを広く対象とした、「保育士になるための進
学・就職総合フェア」を開催。
【令和３年度実績】
開催日：令和３年７月１１日（日）
開催会場：岐阜市文化センター
参加者数：263人

　（一社）岐阜県民間保育園・認定こども園連盟と県
との共催により、将来保育人材になり得る進路選択
を控えた中高生や保護者、潜在保育士や保育の仕
事に興味を持つ方などを広く対象とした保育分野へ
の進学・就職に関する総合フェアを開催する。
【令和４年度計画】
開催日：令和４年７月２日（土）
開催会場：岐阜市文化センター

7月 4,413 3,955 子育て支援課

保育士研修費 継続

　保育士の離職防止、職場定着を図るため、保育所
等のＩＣＴ化や多様な人材の活用など、具体的な業
務改善手法や保育現場の働き方改革を実行した取
組事例など、保育所等に有益な情報を発信する研
修を実施。
【令和３年度実績】
開催時期：令和3年7月～8月
開催方法：オンライン形式と集合形式の併用
参加数：137人

　保育士の離職防止、職場定着を図るため、保育所
等のＩＣＴ化や多様な人材の活用など、具体的な業
務改善手法や保育現場の働き方改革を実行した取
組事例など、保育所等に有益な情報を発信する研
修を実施。
【令和４年度計画】
開催方法：オンライン形式と集合形式の併用
募集予定数：500人

通年 7,000 7,000 子育て支援課

保育士・保育所支援センターポータ
ルサイト保守管理費

継続

　センターの求人・求職マッチング支援機能の強化
を図るため、センター独自のポータルサイトを構築
し、運用を開始。
稼働開始日：令和２年４月１日（水）
登録者数（R3年12月末累計）：1,298人

　令和２～６年度までは運用・保守のみ

通年 2,472 2,472 子育て支援課

保育士修学資金貸付事業費 継続

　県内指定保育士養成施設に在学する保育士資格
取得を目指す学生（新たに県外出身者を対象者に
追加）に対する修学資金や、潜在保育士の再就職
時の就職準備金等の貸付けによる支援を行い、質
の高い保育士の確保を目指す。
【令和３年度見込】
　修学貸付：32名
　雇上貸付：1名
　保育料貸付：45名
　準備金貸付：40名

　県内指定保育士養成施設に在学する保育士資格
取得を目指す学生（県外出身者も対象者）に対する
修学資金や、潜在保育士の再就職時の就職準備金
等の貸付けによる支援を行い、質の高い保育士の
確保を目指す。
【令和４年度計画】
　修学貸付：32名
　雇上貸付：1名
　保育料貸付：50名
　準備金貸付：40名

通年 9,095 8,430 子育て支援課

当初予算額（千円）
事業名

新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

保育士・保育所支援センター事業
費

継続

　保育士としての経験が豊富な就職支援･相談員５
名により、潜在保育士及び保育所等の求人・求職
マッチング支援や離職防止を図る各種相談等を実
施。
　令和３年度より、マッチング支援の対象者に保育
補助者を追加。
【令和３年度実績】
　・求人・求職マッチング及び各種相談事業
　・オンライン相談（新規）
　・センター出張相談会
　・「保育のしごと」見学会
　・保育の魅力紹介学生セミナー（中高生向けに拡
充）
　・保育士定着フォローアップ研修・交流会　他

　保育士としての経験が豊富な就職支援･相談員５
名により、潜在保育士及び保育所等の求人・求職
マッチング支援や離職防止を図る各種相談等を実
施。
【令和４年度計画】
　・求人・求職マッチング及び各種相談事業
　・オンライン相談
　・センター出張相談会
　・「保育のしごと」見学会
　・保育の魅力紹介学生セミナー　　　他

通年 25,936 25,756 子育て支援課

保育人材確保のための保育士試
験支援事業費

継続

　保育士・保育所支援センターへの人材登録を条件
に、保育士試験の（筆記）８科目のうち、合格率の低
い４科目の対策講座を開催。
【令和３年度実績】
実施回：２回（前期・後期）
実施方法：e-ラーニング形式
受講者：延べ248人

　保育士・保育所支援センターへの人材登録を条件
に、保育士試験の（筆記）８科目のうち、合格率の低
い４科目の対策講座を開催。
【令和４年度計画】
実施回：２回（前期・後期）
実施方法：e-ラーニング形式
受講可能人数：延べ800人

9月
3月

3,606 3,606 子育て支援課

放課後児童施設整備費補助金 継続

　放課後児童クラブの施設整備に必要な工事費等
に対する補助を行う。
（放課後児童クラブの創設、改築、大規模修繕）
補助率　国・県・市町村　１／３（待機児童対策で実
施する場合は、国２／３、県・市町村１／６）
【令和３年度実績（見込み）】
　３市町　９クラブ

　放課後児童クラブの施設整備に必要な工事費等
に対する補助を行う。
（放課後児童クラブの創設、改築、大規模修繕）
補助率　国・県・市町村　1/3（待機児童対策で実施
する場合は、国2/3、県・市町村1/6）
【令和４年度計画】
　７市町18クラブ

通年 114,767 83,917 子育て支援課

放課後児童健全育成事業
※28年度から地域子ども・子育て
支援事業費補助金に移行

継続

　市町村が実施する放課後児童クラブ事業に対し
補助する。
【令和３年度実績】
　38市町　548クラブ

　市町村が実施する放課後児童クラブ事業に対し
補助する。
【令和４年度計画】
　38市町　557クラブ

通年
1,507,218

の内数
1,613,979

の内数
子育て支援課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

小規模児童クラブ・季節児童クラブ
事業費補助金
※29年度に小規模児童クラブ等事
業費補助金から名称変更

継続

  国庫補助対象とならない小規模児童クラブや季節
児童クラブに対し、県単で運営費、開設経費を補助
する。
【令和３年度実績】
　季節　　７市町村７クラブ

  国庫補助対象とならない小規模児童クラブや季節
児童クラブに対し、県単で運営費、開設経費を補助
する。
【令和４年度計画】
　小規模　　１市１クラブ
　季節　　　10市町村16クラブ
　送迎　　　１市１クラブ
　開設準備　１町１クラブ

通年 2,973 2,984 子育て支援課

放課後児童支援員認定資格研修
等事業費

継続

　放課後児童クラブに配置する放課後児童支援員
の認定資格研修を実施し、業務を遂行する上で必
要最低限の技能の習得と基本的な考え方を身に付
ける研修を実施する。
【令和３年度実績】
　認定資格研修修了者　153人
　資質向上研修受講者　322人

　放課後児童支援員の認定資格研修を実施し、業
務を遂行する上で必要最低限の技能の習得と基本
的な考え方を身に付ける研修を実施する。
【令和４年度計画】
　認定資格研修定員　300人
　資質向上研修定員　600人

通年 4,294 5,317 子育て支援課

病児保育事業
※27年度から地域子ども・子育て
支援事業費補助金に移行

継続

　体調不良となった児童に対応できる保育環境を整
備するため、病気中や病気の回復期の児童を一時
的な保育するほか、保育中に体調不良となった児
童への緊急対応等を行う病児保育事業を実施する
病院・保育所等に対して、市町村を通じて必要な経
費を補助する。
【令和３年度実績】
・病児対応型　　23市町　33か所
・病後児対応型　 3市村　 3か所
・体調不良児型　 5市町　 14か所

　体調不良となった児童に対応できる保育環境を整
備するため、病気中や病気の回復期の児童を一時
的な保育するほか、保育中に体調不良となった児
童への緊急対応等を行う病児保育事業を実施する
病院・保育所等に対して、市町村を通じて必要な経
費を補助する。
【令和４年度計画】
・病児対応型　　23市町　33か所
・病後児対応型　 3市村　 3か所
・体調不良児型　 6市町　 18か所

通年
1,507,218

の内数
1,613,979

の内数
子育て支援課

病児保育施設整備費補助金 継続

　病児保育施設の整備に必要な工事費等に対する
補助を行う。（病児保育施設の創設、改築、拡張、
大規模修繕及び応急仮設施設整備）
【令和３年度実績】
　１市１施設

　病児保育施設の整備に必要な工事費等に対する
補助を行う。（病児保育施設の創設、改築、拡張、
大規模修繕及び応急仮設施設整備）
【令和４年度計画】
　予定なし

通年 3,670 0 子育て支援課

病児保育事業従事者等研修事業
費

継続

　病児保育事業従事者及び従事予定者に対し、質
の向上及び従事者の拡大を図るため専門的な研修
を実施する。
【令和３年度実績】
　研修受講者　38名

　病児保育事業従事者及び従事予定者に対し、質
の向上及び従事者の拡大を図るため専門的な研修
を実施する。

通年 900 900 子育て支援課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

ファミリー・サポート・センター事業
費補助金

継続

　子育ての相互援助活動を行うファミリー・サポート・
センターの設立、広域実施、病児、緊急預かりの新
規実施を支援
【令和３年度実績】
　利用なし

　子育ての相互援助活動を行うファミリー・サポート・
センターの設立、広域実施、病児、緊急預かりの新
規実施を支援する。

【令和４年度計画】
　１市

通年 250 1,000 子育て支援課

地域と学校の連携・協働体制構築
事業費補助金
（地域学校協働活動推進事業費補
助金）

継続

　地域学校協働活動推進員の配置や地域学校協働
本部の整備を推進する市町村を支援するほか、従
事者を対象とした研修会を開催し、質の向上を図っ
た。

30市町88本部

　地域学校協働活動推進員の配置や地域学校協働
本部の整備、コミュニティ・スクール（学校運営協議
会制度）と地域学校協働活動の一体的な推進する
とともに、地域における学習支援「放課後子ども教
室」や体験活動「地域未来塾」などの取り組みを行う
市町村を支援するほか、県内３カ所で従事者を対象
とした研修会を開催し、質の向上を図る。

通年 52,300 52,800 環境生活政策課

ぎふ地域学校協働活動センター運
営費

継続

　地域と学校が連携・協働する活動を促進するた
め、県と岐阜大学が共同設置した「ぎふ地域学校協
働活動センター」において、地域学校協働活動推進
員等育成研修、活動を支援する大学生ボランティア
の活動支援などを行った。

　県と岐阜大学が共同で開設した「ぎふ地域学校協
働活動センター」により、地域学校協働活動推進員
等育成研修、学生ボランティア募集、地域学校協働
活動支援プログラム、及び普及・啓発の各事業を行
い、地域と学校が連携・協働する活動を促進する。 通年 2,727 2,727 環境生活政策課

事業所内保育拡大促進事業 継続

　子ども・子育て新制度による地域保育サービスの
拡充と、県内企業における事業所内保育所の拡大
を図る。

企業、市町村等への周知

　子ども・子育て新制度による地域保育サービスの
拡充と、県内企業における事業所内保育所の拡大
を図る。

・企業、市町村等への周知 通年 ― ―
男女共同参画・女
性の活躍推進課

病院内保育所の運営支援 継続

・病院内保育所の運営等に対する助成を実施
　運営助成　40病院（民間28、公的4、自治体8）
　夜間保育助成　2病院
　施設整備　0病院

　病院内保育所の運営等に対する助成を実施し、
女性医師や看護職員が働きやすい環境を確保。

通年 114,980 101,298
医療福祉連携推
進課

当初予算額（千円）
事業名

新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

介護事業所内保育施設運営費補
助事業

新規 ―

　介護職員の育児支援のための環境整備を行うこ
とにより職員の離職防止を図るため、介護職員の保
育を目的とする介護事業所内保育施設の運営に係
る経費（人件費）を補助する。

通年 ― 42,689 高齢福祉課

⑤

令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

女性の活躍支援事業
（女性の活躍応援プロジェクト事業）
【再掲】

継続

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、参加対象ごとに目的を明確にした講座・交流会
を開催する。

【令和３年度実績】
〇働く女性向け講座
・キャリアアップ講座 全5回 延153名参加
〇再就職を希望する女性向け講座
・マインドアップ講座 全5回 延84名参加

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、参加対象ごとに目的を明確にした講座・交流会
を開催する。

○働く女性向け講座
○再就職を希望する女性向け講座

通年
8,856

の内数
10,448
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性の活躍支援事業
（女性の活躍応援プロジェクト事業）
【再掲】

継続

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、育児休業者に対する復帰支援、再就職支援に
係る講座や交流会等を開催する。

【令和３年度実績】
〇育児休業者に対する復帰支援
・先輩社員との意見交換会及び交流会 全2回 延11
名参加
・職場復帰後の両立支援セミナー 全2回 延23名参
加
〇再就職支援
・マインドアップ講座 全5回 延べ84名参加

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、育児休業者に対する復帰支援、再就職支援に
係る講座や交流会等を開催する。

○育児休業者に対する復帰支援
○再就職支援

通年
8,856

の内数
10,448
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

実施時期事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容

女性を励まし、自信を持たせる仕掛けづくり

事業名
新規
継続
廃止

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）

当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

【～R3】
女性の継続就業支援事業
【R4～】
女性の活躍支援事業（女性の活躍
応援プロジェクト事業）【再掲】

継続

　女性のキャリア形成や継続就業について、企業等
と女性従業員の両者が課題の共有化を図るための
講座や検討会を開催する。

【令和３年度実績】
　・６社 延41名参加

　女性のキャリア形成や継続就業について、企業等
と女性従業員の両者が課題の共有化を図るための
講座や検討会を開催する。

通年 1,285
10,448
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性のデジタルスキル習得支援事
業【再掲】

新規 ―

　女性のキャリア継続や再就職を後押しするため、
デジタル技術が普及した社会で働くうえで必要な知
識やスキルを体系的に習得するための講座を開催
する。 11月 ― 2,398

男女共同参画・女
性の活躍推進課

ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ター

継続

　ひとり親家庭及び寡婦の自立促進のため、ひとり
親家庭等就業・自立支援センターを設置し、就業相
談、就業支援講習会の実施、就職情報の提供等一
貫した就業支援サービス等を行った。
　令和３年度は、専門職や関係機関職員等による集
中相談会を実施し、相談窓口の強化を図った。

【令和３年度実績】
・就業相談件数　125件
・就業支援講習会受講者数　77人

　ひとり親家庭及び寡婦の自立促進のため、ひとり
親家庭等就業・自立支援センターを設置し、就業相
談、就業支援講習会の実施、就職情報の提供等一
貫した就業支援サービス等を行う。
　また、令和４年度は、就業や養育費をなど様々な
相談に対して、伴走型できめ細やかな支援が提供
できるように相談支援員を１名増員する。

通年 24,976 25,755 子ども家庭課

高等学校卒業程度認定試験合格
支援事業

継続

　高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を
受講するひとり親家庭の親及び子に対し、修了時及
び合格時に受講費用の一部を支給する。
【令和３年度実績】
・支給人数　０人

　高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を
受講するひとり親家庭の親及び子に対し、修了時及
び合格時に受講費用の一部を支給する。

通年 750 750 子ども家庭課

ひとり親家庭高等職業訓練促進資
金貸付事業

継続

　高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に
在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親
に対し、入学準備金・就職準備金の貸付けを行って
いる社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会に対し、
補助を行う。
【令和３年度実績】
・入学準備金の貸付件数：41件
・就職準備金の貸付件数：37件
・住宅支援資金の貸付件数：10件

　高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に
在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親
に対し、入学準備金・就職準備金・住宅支援資金の
貸付けを行う社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会
に対し、補助を行う。

通年 9,313 10,246 子ども家庭課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



①

令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

女性管理職養成研修 継続

　民間企業において将来管理職となる女性幹部職
を養成するために、（一社）岐阜県経営者協会が実
施する研修に対して補助を行う。

【令和３年度実績】
女性社員活躍推進セミナー（全４回）
・私らしいキャリアの作り方（R3.8.26）
・自己成長に向けて（R3.9.2）
・先輩の経験談を聞く（R3.9.7）
・私らしいリーダー像を考える（R3.9.16）

　民間企業において将来管理職となる女性幹部職
を養成するために、（一社）岐阜県経営者協会が実
施する研修に対して補助を行う。

通年 1,750 1,750
男女共同参画・女
性の活躍推進課

地域ダイバーシティin岐阜事業 継続

　民間企業との協働により、女性のキャリアアップ支
援及び社外ネットワークの構築のための交流会、企
業・行政の先進的な取組みの情報共有を行う。

【令和３年度実績】
・異業種交流会(R3.8.25)
　「いま実現したい『LIFE SHIFT』の生き方・はたらき
方」
　参加者：18名
・異業種交流会（R4.2.21）
　「働きがい創造に向けた心の作り方～自己肯定感
を高めよう～」
　参加者：21名

　民間企業との協働により、女性のキャリアアップ支
援及び社外ネットワークの構築のための交流会、企
業・行政の先進的な取組みの情報共有を行う。

通年 ― ―
男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性を支援し、鍛える仕掛けづくり

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）

政策の柱３　　　　女性の希望に応じたキャリアアップに向けた支援



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

商工会等女性部活動推進事業 継続

　県下商工会女性部のリーダー格（正副部長等３名
以内）を対象に指導者の育成と資質向上を図るた
めの講習会を開催した。
【令和３年度実績】
・第1回リーダー講習会
      期　日：R3.4.26
　　　参加者：104名
　　　場　所：グランヴェール岐山
・第2回リーダー講習会
　　　期　日：R3.7.27
　　　参加者：20名
　　　場　所：グランヴェール岐山
・第3回リーダー講習会
　　　期　日：R3.10.8
　　　参加者：54名
　　　場　所：瑞穂市総合センター
・第4回リーダー講習会
　　　期　日：R3.11.25
　　　参加者：21名
　　　場　所：OKBふれあい会館＋オンライン

　県下商工会女性部のリーダー格（正副部長等３名
以内）を対象に指導者の育成と資質向上を図るた
めの講習会を開催する。
【令和４年度予定】
・第1回リーダー講習会
　　　期　日：R4.5.18
　　　参加者：現在確認中
　　　場　所：グランヴェール岐山
・第2回リーダー講習会
　（中部ブロック交流研修会 同時開催）
　　　期　日：R4.8.24
　　　参加者：中部5県　女性部員（250名程度）
　　　場　所：大垣フォーラムホテル
・第3回リーダー講習会
　　　期　日：R4.11頃
　　　参加者：未定
　　　場　所：OKBふれあい会館（予定）

通年 5,085 4,834
商工・エネルギー
政策課

組合等女性部活動支援事業 継続

　組合等女性部及び女性経営者･役員等を対象に、
組合女性部及び企業等の活性化と資質向上を図る
ための研修会を開催した。
・県中小企業団体中央会補助
【令和３年度実績】
　・講演会
　　　期　日：R4.3.3
　　　参加者：18名（会場：9名、Zoom：9名）
      場　所：ホテルグランヴェール岐山

　組合等女性部及び女性経営者･役員等を対象に、
組合女性部及び企業等の活性化と資質向上を図る
ための研修会を開催する。
・県中小企業団体中央会補助
【令和４年度予定】
　・講演会
　　　期　日：R4.6頃
　　　参加者：60人程度
　　　場　所：ホテルグランヴェール岐山

未定 260 240
商工・エネルギー
政策課

たくみ女子会 継続

　女子学生、企業関係者、学校関係者を一堂に会
し、講演及び懇談会を実施。また、ＳＮＳなどで情報
発信を行うことで、建設業界で女性が活躍する魅
力、仕事のイメージアップを図る。
【令和２年度実績】
　　新型コロナウイルス感染症の影響により休止

　女子学生、企業関係者、学校関係者を一堂に会
し、講演及び懇談会を実施。また、ＳＮＳなどで情報
発信を行うことで、建設業界で女性が活躍する魅
力、仕事のイメージアップを図る。

12月 221 221

国際たくみ
アカデミー
（所管課：
労働雇用課）

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

女性の活躍推進に向けた企業の優
良事例の広報【再掲】

継続

　女性管理職の発掘や女性社員の育成手法等の以
下の取組みを共有するため、県内企業における優
良事例を「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータ
ルサイト」で紹介。
　・現場の社員が感じている課題を吸い上げて、
　　働き方改革につなげる仕組み
　・女性の管理職への登用
　・メンター制度
　・育児休業中社員の離職防止対策
　【令和３年度実績】
　　9社

　女性管理職の発掘や女性社員の育成手法等の以
下の取組みを共有するため、県内企業における優
良事例を「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータ
ルサイト」で紹介。
　・現場の社員が感じている課題を吸い上げて、
　　働き方改革につなげる仕組み
　・女性の管理職への登用
　・メンター制度
　・育児休業中社員の離職防止対策

通年
3,630

の内数
3,630

の内数
男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性の活躍支援事業
（女性の活躍応援プロジェクト事業）
【再掲】

継続

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、参加対象ごとに目的を明確にした講座・交流会
を開催する。

【令和３年度実績】
〇働く女性向け講座
・キャリアアップ講座 全5回 延153名参加
〇再就職を希望する女性向け講座
・マインドアップ講座 全5回 延84名参加

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、参加対象ごとに目的を明確にした講座・交流会
を開催する。

○働く女性向け講座
○再就職を希望する女性向け講座 通年

8,856
の内数

10,448
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性の活躍支援事業
（女性の活躍応援プロジェクト事業）
【再掲】

継続

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、育児休業者に対する復帰支援、再就職支援に
係る講座や交流会等を開催する。

【令和３年度実績】
〇育児休業者に対する復帰支援
・先輩社員との意見交換会及び交流会 全2回 延11
名参加
・職場復帰後の両立支援セミナー 全2回 延23名参
加
〇再就職支援
・マインドアップ講座 全5回 延べ84名参加

　男女共同参画・女性の活躍支援センターにおい
て、育児休業者に対する復帰支援、再就職支援に
係る講座や交流会等を開催する。

○育児休業者に対する復帰支援
○再就職支援

通年
8,856

の内数
10,448
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性のデジタルスキル習得支援事
業【再掲】

新規 ―

　 女性のキャリア継続や再就職を後押しするため、
デジタル技術が普及した社会で働くうえで必要な知
識やスキルを体系的に習得するための講座を開催
すること。

11月 ― 2,398
男女共同参画・女
性の活躍推進課

岐阜で活躍する女性の紹介【再掲】 継続

　県内で活躍する女性を「ぎふジョ！女性の活躍を
応援するポータルサイト」や地域情報誌にて紹介す
る。
【令和３年度実績】47名

　県内で活躍する女性を「ぎふジョ！女性の活躍を
応援するポータルサイト」や地域情報誌にて紹介す
る。 通年

3,630
の内数

3,630
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

女性の活躍を応援するポータルサ
イト「ぎふジョ！」の運用【再掲】

継続

　岐阜で活躍する女性及び家事・育児・介護等に参
画する男性のロールモデル、ワーク・ライフ・バラン
ス推進エクセレント企業等、各種支援制度を紹介す
る「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータルサイ
ト」を運営する。

　岐阜で活躍する女性及び家事・育児・介護等に参
画する男性のロールモデル、ワーク・ライフ・バラン
ス推進エクセレント企業等、各種支援制度を紹介す
る「ぎふジョ！女性の活躍を応援するポータルサイ
ト」を運営する。

通年 814 814
男女共同参画・女
性の活躍推進課

女性の活躍支援事業
（女性の活躍応援プロジェクト事業）
【再掲】

継続

　働き方の一つとして“起業”を考え、起業とは何か
を学ぶ初歩的な内容から、起業計画を立てる中級
的な内容までを段階的に学ぶ講座を開催する。

【令和３年度実績】
〇初級編　６回（２回１セット×３方法）延121名参加
〇中級編　６回（３回１セット×２方法）延98名参加

　働き方の一つとして“起業”を考え、起業とは何か
を学ぶ初歩的な内容から、起業計画を立てる中級
的な内容までを段階的に学ぶ講座を開催する。
〇初級編　４回（２回１セット×２方法）
〇中級編　６回（３回１セット×２方法） 通年

8,856
の内数

10,448
の内数

男女共同参画・女
性の活躍推進課

地域課題解決型創業支援事業費
補助金
（女性創業アドバイザー設置費）

継続

　創業に興味のある女性や創業を目指す女性の相
談に対応するため「女性創業アドバイザー」を設置
し、女性の起業相談に対応する。

　創業に興味のある女性や創業を目指す女性の相
談に対応するため「女性創業アドバイザー」を設置
し、女性の起業相談に対応する。

通年
12,338

(うち、882)
12,338

(うち、882)
商業・金融課

家族経営協定に関する実態調査の
実施

継続

　農業経営の発展において、女性の活躍がきわめ
て重要であることから、家族経営協定の締結状況に
ついての動向を把握するため、調査を実施する。R
２年度の締結状況実態調査を５月に行った。県内締
結数は633戸で、前年調査時点から14戸増加した。

　農業経営の発展において、女性の活躍がきわめ
て重要であることから、家族経営協定の締結状況に
ついての動向を把握するため、調査を実施する。

年1回 ― ― 農業経営課

農村女性による起業活動実態調査
の実施

継続

　女性起業の実態を把握するとともに、今後の事業
展開への意向や６次産業化への取り組み、成功事
例を明らかにし、今後の支援策を検討するため調査
を実施する。R２年度の活動状況調査を６月に行っ
た。農産加工・流通・販売を行っている女性起業数
は98戸で、うち法人は29戸となった。

　女性起業の実態を把握するとともに、今後の事業
展開への意向や６次産業化への取り組み、成功事
例を明らかにし、今後の支援策を検討するため調査
を実施する。

年1回 ― ― 農業経営課

農業６次産業化促進支援事業 継続

　六次産業化法に基づく総合化事業計画認定事業
者、認定農業者、認定新規就農者、農業法人、女性
起業グループ等が行う農産加工に必要な機械等の
導入を支援。
　Ｒ３年度実績：７件

　六次産業化法に基づく総合化事業計画認定事業
者、認定農業者、認定新規就農者、農業法人、女性
起業グループ等が行う農産加工に必要な機械等の
導入を支援。 通年 4,500 4,500 農産物流通課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

農業６次産業化緊急支援事業 廃止

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた六
次産業化法に基づく総合化事業計画認定事業者、
認定農業者、認定新規就農者、農業法人、女性起
業グループ等が行う農産加工に必要な機械等の導
入を支援。
　Ｒ２年度実績：１０件

― ― 13,200 ― 農産物流通課

輝く女性農業者支援事業
ぎふ女性農業者次世代リーダー育
成塾の実施
みんなが活躍する農業・農村フォー
ラムの開催
農業の起業化研修の実施

廃止

 農業・農村における男女共同参画を推進し、農業
経営の改善や農村地域の活性化を実現を目指す。

・みんなが活躍する農業・農村フォーラム
    中止
・ぎふ女性農業者次世代リーダー育成塾
　　女性農業者　6名
　　3回開催　　10/5、10/26、11/17
・農業の起業化研修会
　　女性農業者他　24名
　　1回開催　1/31

― ―
3,891

の内数
― 農業経営課

農業担い手リーダー支援事業
（うち、岐阜県女性農業経営アドバ
イザー分）

継続

　次代を担う農業後継者の育成・確保や豊かな農村
づくりの実現に加え、農業経営改善に意欲的に取り
組んでいる岐阜県女性農業経営アドバイザーが自
主的に行う活動事業に対して助成。(団体補助金)
　岐阜、西濃、中濃、東濃、飛騨ブロック単位で、研
修や食育活動を実施した。また、研修を通じて会員
と若手女性農業者の交流を深めた。併せて機関誌
「GLAMA」を年2回を発行した。

　次代を担う農業後継者の育成・確保や豊かな農村
づくりの実現に加え、農業経営改善に意欲的に取り
組んでいる岐阜県女性農業経営アドバイザーが自
主的に行う活動事業に対して助成。(団体補助金)

通年
1,575

(うち、500)
1,575

(うち、500)
農業経営課

モノづくり女子塾及びモノづくり女子
塾基礎コース

継続

　県内企業（主に製造業）に在職する女性社員を対
象とし、チームビルディング、リーダーシップ、生産
性及び品質の向上等を学ぶ研修を実施。
【令和３年度実績】
　・モノづくり女子塾　R3.11.25開催　27名参加
　・モノづくり女子塾基礎コース　中止
　　（新型コロナウイルス拡大防止のため）

　県内企業（主に製造業）に在職する女性社員を対
象とし、チームビルディング、リーダーシップ、生産
性及び品質の向上等を学ぶ研修を実施。

通年 196 197 労働雇用課

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）



令和４年度

令和３年度 令和４年度 担当所属

岐阜県県土整備部発注の若手及
び女性技術者育成支援モデル工事
の発注

継続

　総合評価落札方式の加点項目で、40歳未満の若
手や女性の主任技術者もしくは現場代理人若手技
術者等の配置をした場合に加点するモデル工事の
対象を県土整備部から農政部、林政部、都市建築
部へ拡大した。
　県土整備部では当該モデル工事を9件発注し、入
札参加者40者のうち、加点対象者は8者で全体の
20％であった。

　引き続き、若手及び女性技術者を積極的に登用
する建設企業を支援していく。

通年 ― ― 技術検査課

ぎふ建設人材育成事業費補助金
（建設業人材確保事業）

継続

　将来の建設業の担い手として期待される若年者・
女性に対し、建設業の魅力を発信する事業の実施
を支援する
○女性のための建設現場見学会
　　中止
○女性技術者等の意見交換会
　　中止

　将来の建設業の担い手として期待される若年者・
女性に対し、建設業の魅力を発信する事業の実施
を支援する
○女性のための建設現場見学会
○女性技術者等の意見交換会

通年
5,604

の内数
6,514

の内数
技術検査課

森林事業者等担い手育成支援事
業
（はつらつ林業女性活動促進事業
費）

継続

　女性の視点を生かした山村林業の活性化を図る
ための林業女性グループの育成及びグループ活動
の推進
林業女性グループ交流集会の開催

　令和３年度　中津川市加子母地内で実施を予定し
ていたが、新型コロナウイルス感染拡大のため中止
した。

　女性の視点を生かした山村林業の活性化を図る
ための林業女性グループの育成及びグループの活
動支援

通年 313 0
森林文化アカデ
ミー
（林政課）

事業名
新規
継続
廃止

事業内容及び令和３年度実績 令和４年度実施予定の事業内容 実施時期
当初予算額（千円）


