
様式２－２

R2 ～ R6

1,150件 （R6） 419件 （R1）

30人 （R6）

75% （R6） 63.6% （R1）

（　　　）

設置の有無 無
設置（公表）時
期

※連携体制
が、法に基づく
協議会の場合
「○」を選択

注）本様式はＡ４で3枚以内としてください。

３．女性活躍推進法に基づく
　　推進計画策定時期
　　 （策定予定時期）

令和2年4月　（ 策定済 ・ 策定予定 ）※どちらかにマルをつけてください。 計画期間（予定）

４．地域の実情と課題

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（市町村分）

市町村名：岐阜県美濃加茂市　　　　　　　　　　　　　　

１．事業名 女性活躍推進・寄り添い支援事業

２．実施期間 令和3年4月1日　～　令和4年3月31日

（※地域の産業構造の特性、女性の就労状況、女性の就業率や管理職比率等の状況を踏まえた現状把握、分析による、現在の実情と
認識している課題について具体的に記載してください。これに対し、これまで取り組んできた内容についても記載してください。）⇒要件
①「地域性」
当市の女性の年齢階層別労働力率をみると、国や県同様、結婚・出産期に当たる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上
昇するМ字カーブは、20歳代後半から30歳代前半の就業率は徐々に上昇（H２～２７国調）しているものの、М字カーブの解消には至っ
ていない。
また、当市の有効求人者数は、コロナ禍で一時は求職者数を下回っていた時期もあったが、令和2年12月には有効求人倍率が1.04倍
（ハローワーク別の有効求人倍率の推移　岐阜労働局職業安定部）と回復し、今後、求人倍率はさらに上昇する傾向にある。
新型コロナウイルスの影響で地域企業等が打撃を受けている中、新たな発想や価値観、持続可能な発展という観点からも、結婚・出産・
子育て期に当たる２０歳代から４０歳代の潜在的な能力を活かした人材の活用や、優秀な人材の確保は重要なポイントとなる。これらのこ
とから、女性の活躍の推進は、当市のさらなる発展に必要不可欠なことである。
当市は令和2年4月に第１期美濃加茂市女性活躍推進計画を策定した。
この計画の基本目標のひとつに「女性が自分らしく生きられる～充実したライフスタイルを送る女性の割合を増やします～」を掲げ、「①
夢へのチャレンジを支援します。」　「②ライフ・ワーク・バランスを実現します。」「③『働きたい』想いを叶えます。」「④『みのかもに住みた
い』をサポートします。」の４点を基本テーマとして各種事業に取り組んでいる。新型コロナウイルスの影響を大きく受けている昨今では、
働きたいのに働けない、仕事が見つからない等の悩みを抱えている女性がたくさんいるにも関わらず、外出自粛等のため、周りに相談で
きず、ため込んでしまう人が増えてきている。また、就労に関する悩みだけでなく、子育ての悩みや、社会とのつながりに対する不安、な
にか分からないけどモヤモヤする等、悩みは複合して抱えていることが多い。そのため、分野を横断して情報提供ができる場所の需要が
高まっていると考えられ、そうした方々のための相談窓口が必要である。

５．事業の趣旨・目的

（※地域の実情と課題を踏まえ、複数の要因に優先順位をつけ、より本質的な課題の解決に向けどのような事業を実施しようとしているの
か分かるように記載してください。）⇒要件①「地域性」
女性の「働きたい」という想いを叶えるため、気軽に相談できる場所として商業施設内に設置し運営してきた「みのかも女性活躍支援セン
ター」は、令和３年度から、さらに関係機関との連携を強化し、また、必要であれば専門窓口（就労・起業・子育て支援・悩み相談等）を紹
介し、つなぐなど、一人ひとりに寄り添う支援や相談が担える窓口となることで、住民の不安解消を図り、一歩を踏み出す後押しをする。
その他にも講座やセミナー等を企画開催するなど様々な事業を展開し、活力ある地域の実現を目指す。

７．事業内容

（※把握された課題解決、目標達成に向けて、地域特性を踏まえた事業設計（手法、対象者等）であることが分かるように記載してくださ
い。）⇒要件①「地域性」
（※事業全体の概要及び個別事業の事業名・概要を記載してください。個別事業は番号（丸数字）を付けてください。また、個別事業の
具体的内容は様式２－２－３に記載してください。）
（※複数事業間や他の主体の政策・事業との連携が具体的に分かるように記載してください。）⇒要件④「政策連携」
（※昨年度と同様の事業を実施する場合は、昨年度からの変更点等も記載してください。）
①「女性活躍推進・寄り添い支援事業」

「みのかも女性活躍支援センター」は、令和３年度（令和４年１月予定）に移転し、市の総合計画の柱でもある「健康な心」「健康な体」「健
康な社会」をテーマに、保健センター、子育て支援センター・子育て世代包括支援センター・女性活躍支援センターを同一フロアに設置
開設する。カフェや本屋も併設し、保健センターでの成人検診や乳幼児健診、子育て支援センターでの子育て支援など、この施設フロ
アに多くの女性や親子などが訪れることになるため、これまで以上にふらっと気軽に立ち寄ってもらえる空間を創出し、より多くの人の悩
みの解決に取り組んでいく。

また、女性の「働きたい」という思いを叶えるための就労相談はもちろん、ライフデザインについての相談、マネー相談等の相談事業の
他、スキルアップやモチベーションの向上を目指す女性のための各種講座、セミナーを行い、女性が自分らしく生き、輝くためのきっかけ
をつくる。
就労に向けての寄り添った支援としては、岐阜県女性の活躍支援センターやハローワーク、企業等と連携して、相談や講座を実施する。
また、女性が主役となるイベントを市民サポーターと連携して実施し、女性活躍の気運の醸成を図る。

こうした事業を女性の活躍を支援する「みのかも女性活躍支援センター」が行うことにより、分かりやすく、支援を必要としている人へ支援
を届けることができる。これらの多種多様な相談や講座、セミナーは女性が自分らしく生き、輝くためのきっかけづくりになるものであり、女
性の社会参画の促進につながる。

②令和７年度まで（第５次男女共同参画基本計画期間
中）の重要業績評価指標（ＫＰＩ）（※ＫＰＩは目標達成へ
の事業進捗の測定指標）

本事業を活用した女性の新規就
業者数　（アウトカム）

８．事業の実施により
　　期待される効果

M字カーブ曲線の底上げ改善、潜在的な能力を活かす人材の確保、定住及び関係人口の増加、周辺市町村（定住自立圏域）を巻き込
んだ女性活躍の推進

③事業目標（全体）
充実したライフスタイルを送る女性
の割合を63.6％から75％に増やし
ます。（アウトカム）

④事業ＫＰＩ（全体） 上記のとおり

６．事業目標・重要業績評価
指標（ＫＰＩ）　（全体）
（※女性活躍推進法に基づく
推進計画や男女共同参画計
画などの数値目標を活用しつ
つ、客観的な数値等による事
業目標・ＫＰＩを設定してくださ
い。）⇒要件②「見える化」
（※複数の目標・ＫＰＩを設定
する場合は、適宜、行を追加
してください。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

①令和７年度まで（第５次男女共同参画基本計画期間
中）の中長期目標

本事業を活用した女性の相談件
数（累計）（アウトプット）

９．事業効果の検証及び
　　今後の課題の整理方法

講座等は受講者にアンケートを実施し、改善点などを洗い出して今後の運営につなげる。
また、外部有識者として委嘱するアドバイザーによる効果検証、市議会による事業評価などで検証を行う予定

10．事業の実施体制
⇒要件③「官民連携・地域連
携」

連携体制の名称 総合戦略推進アドバイザー懇談会

女性活躍推進法に基づく協議会の設置状況

構成団体

（※連携団体を全て記載してください。）
産・中小企業経営者
官・岐阜県女性の活躍支援センター長
学・中部学院大学教授
金・金融機関支店長
労・ハローワーク美濃加茂所長
言・フリーペーパー歩好里人（ほっこりと）　代表

各構成団体の主な連
携内容

（※各連携団体の主な参画内容を記載してください。）
美濃加茂市は女性活躍推進計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略を一体化して事業を行っている。総合戦略推
進アドバイザー懇談会において、各専門分野からの助言及び提言から現在の課題の掘り起こしをし、課題解決を
図るとともに、市の施策に反映していく。

１３．事業実施及び連携工程 様式２－２－１に記載⇒要件④「政策連携」

１４．経費の内訳 様式２－２－２に記載

他の地方公共団体と
の連携

（※他の市町村や都道府県との連携について、連携団体及び具体的な連携方法を記載してください。連携が困
難な場合は、その理由を記載してください。）
連携先：岐阜県、可児市等
連携内容：育休中の方々を対象にした講座（働くパパ・ママ応援講座等）を岐阜県、可児市等と共同で行う。講座
の企画や当日の運営を連携し、市町村の枠を超えたサービスを住民に提供する。

連携先：みのかも定住自立圏連携町村
（中心市：美濃加茂市　連携町村：坂祝町、川辺町、富加町、七宗町、白川町、八百津町、東白川村）
男女共同参画の考え方を浸透させるために、研修会等を圏域で連携して開催し、啓発活動と圏域の人づくりを行
う。

11．女性活躍推進法に基づく
国の「女性活躍推進に向けた
公共調達及び補助金の活用
に関する取組指針」に準じた
公共調達における取組

① 実施済　　② 令和　　年　　月から実施予定　　③ 検討中　　④ 実施予定なし
※ いずれかにマルをつけてください。

①、②の場合、取組内容
（※国の取組指針に準じて、総合評価落札方式や企画競争方式による調達において、ワーク・ライフ・バランス等推進企業（えるぼし認定
企業等）を加点評価する取組等について記載してください。）

12．担当者名及び連絡先 市民協働部地域振興課　三輪
電話：0574－25－
2111



１．事業実施工程表

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①
女性活躍推進・寄り添い支
援事業

女性の活躍を推進するため
の各種相談、セミナー、講座
を実施する。

本事業を活用した女性の新規
就業者数　（アウトカム）

●県と共
催セミ
ナー

２．連携工程表

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

① Caminho Garden

施設を管理する部署と連携
し、公共施設や公園、グラウ
ンドなどを活用して、レ
ジャー、学び、イベント等の
様々な目的に合わせて、新し
い出会いと交流や友人・家族
と楽しく過ごせる空間として活
用できる場所を創出する。

セミナーやイベント等を場合に
よってはこれらの施設で行う等、
参加者が参加しやすい事業運
営を行う。

②
健康課と連携した、「お父さ
んの子育て支援 」の実施

父親も育児をすることがあたり
まえの美濃加茂市にするた
めに、「もうすぐパパママ教
室」などを開催し、夫婦で出
産や育児の不安を軽減し、
“共に育てる”心を育む。

子育ての負担を分散させ、女性
の働きやすい環境づくりにつな
げる。

③
健康課と連携した各種相談
の実施

助産師や栄養士による専門
的な相談を実施。

専門的な相談を実施すること
で、女性の悩み和らげる。

①
こども課主催事業の子ども
フェスタへの参加

こどもフェスタに出展
子どもと工作、就労相談等を
行う。

「こども課」主催のイベントという
ことで、子連れの母親の参加が
多く、女性活躍推進にとって良
い機会になるため、ブースで相
談や子どもを対象にした工作の
体験を行う。

●開催

①
育休中の方々を対象にした
講座の実施（岐阜県・可児
市等と共催）

育休中の方々を対象にした
講座を岐阜県、可児市等と共
催で行う。講座の企画や当日
の運営を連携し、市町村の枠
を超えたサービスを住民に提
供する。

女性の就労意欲や社会進出の
促進につながる講座を他自治
体と連携して行う。

●実施

①

男女共同参画推進事業（定
住自立圏）
※みのかも定住自立圏
中心市：美濃加茂市
連携町村：坂祝町、川辺町、
富加町、七宗町、白川町、
八百津町、東白川村

男女共同参画の考え方を浸
透させるために、研修会等を
圏域で連携して開催し、啓発
活動と圏域の人づくりを行う。

男女共同参画の理解の促進を
図り、女性の社会進出の促進に
つなげる。

●会議開催 ●会議開催 ●会議開催

※適宜、行を追加してください。

※２．連携工程表には、交付金事業と連携する同一団体内で行われる事業・取組（他の国の交付金等を利用する場合は明記）、他の連携主体（協議会を構成する民間団体等）や他の地方公共団体の事業・取組を記載してください。

様式２－２－１

事業実施及び連携工程表

市町村名：岐阜県美濃加茂市

事業
番号

個別事業名 実施内容 事業目標（アウトプット・アウトカ
ム）

実施時期

事業
番号

事業・取組名
（実施主体）

事業・取組内容 交付金事業との連携内容
交付金事業との連携

●相談、講座、セミナー等

●施設の管理・運営

●実施
●実施●実施

●実施



様式２－２－３

①

（１）事業目標

30人 （R6） 6人 （R1）

（２）事業ＫＰＩ

（　　　）

・経済団体、関係団体な
ど官民連携の考え方及
び具体的な連携主体・
連携方法⇒要件③「官
民連携」

・連携地方公共団体及
び具体的な連携方法⇒
要件③「地域連携」

・交付金事業間連携、他
施策との連携⇒要件④
「政策連携」

注１）「３．事業費」については、別途、単価、員数、日数等が分かる積算資料を添付してください。

注２）本様式はＡ４で２枚以内としてください。また、適宜参考となる資料を添付してください。

２．実施期間 令和３年４月１日　～　令和３年３月３１日

地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（市町村分）

市町村名：岐阜県美濃加茂市　　　　　　　　　　

事業番号

１．個別事業名 女性活躍推進・寄り添い支援事業

３．事業費 7,844,000　　円

４．個別事業の事業目
標
（※客観的なデータ等に
基づき、事業目標・ＫＰＩ
を設定してください。）⇒
要件②「見える化」
（※過去に関連する事
業を実施している場合
は、過去に設定した目
標・ＫＰＩを踏まえた目
標・ＫＰＩを設定してくだ
さい。）

目標・ＫＰＩ 目標値（時点） 現状値（時点）

（※具体的な数値目標を記載してください。）
（※末尾にアウトカム又はアウトプットの別を（　）書
きで記載してください。）
本事業を活用した女性の新規就業者数　（アウトカ
ム）

（※必要に応じて具体的なＫＰＩを記載してくださ
い。）
（※末尾にアウトカム又はアウトプットの別を（　）書
きで記載してください。）

５．個別事業の事業内
容 （※各連携主体の具体的な参画を明確に記載してください。）

産官学勤労言の有識者によって構成された美濃加茂市総合戦略推進アドバイザーから事業についての提言を受ける。
女性起業家や企業と連携した講座、セミナーの運営を行い、より女性の活躍を身近に感じられる環境を作る。

（※各連携主体の具体的な参画を明確に記載してください。連携が困難な場合は、その理由を記載してください。）
連携地方公共団体:岐阜県、可児市等
連携内容：育休中の方々を対象にした講座を岐阜県、可児市等と共催で行う。講座の企画や当日の運営を連携し、市町村の枠を超えたサービスを住民に提供
する。
岐阜県女性活躍支援センターと連携し、女性の就労にむけて一体的な支援を進める。

連携地方公共団体:みのかも定住自立圏連携町村（中心市：美濃加茂市　連携町村：坂祝町、川辺町、富加町、七宗町、白川町、八百津町、東白川村）
連携内容：男女共同参画の考え方を浸透させるために、研修会等を圏域で連携して開催し、啓発活動と圏域の人づくりを行う。

（※各事業や他施策との具体的な連携内容を明確に記載してください。）
親子がたくさん集まるこども課主催の子どもフェスタにおいて、ブースを設け、市の事業の周知を行う。
父親も育児をすることがあたりまえの美濃加茂市にするため、 健康課と連携し、「もうすぐパパママ教室」や、パパと子どもが参加できるイベント等を開催
生涯学習課、まちづくり課、土木課、農林課、スポーツ振興課等の施設を管理する部署と連携し、公共施設や公園、グラウンドなどを活用して、レジャー、学び、
イベント等の様々な目的に合わせて、新しい出会いと交流や友人・家族と楽しく過ごせる空間として活用できる場所を創出する。
保健センターを管理する健康課と連携し、各種相談の実施、また保健センターへのチラシの配架等周知を連携して行う。

（※個別事業の内容を具体的に記載してください。）
（※把握された課題に対応するため、地域特性を踏まえた事業設計（手法、対象者等）であることや事業目標達成に向けて、有効な事業とする工夫、特色が分かるように記載してくださ
い。）⇒要件①「地域性」
（※事業を次年度以降も自律的に発展させるため、次年度以降に向けた事業の方向性についても記載してください。）
（※特に、早期執行事業については、早期執行により効果が見込まれる事業内容であることが分かるよう記載してください。）
［事業内容］
みのかも女性活躍支援センタースタッフによる気軽におしゃべり相談の他、県、ハローワーク、各種専門家と連携したライフデザイン等のセミナーや講座を実施し、コロナ禍において支援
を必要としている女性に寄り添った支援を行うことで、労働力不足と潜在的な労働力のミスマッチの緩和、M字カーブ曲線の改善、定住人口の増加を促し、活力ある地域の実現を目指す。

〇様々な困難を抱える女性を支援するための相談の実施
　みのかも女性活躍支援センタースタッフによる相談の他、岐阜県男女共同参画・女性の活躍支援センターと連携した相談会、ハローワーク美濃加茂による就労相談やファイナンシャル
プランナーをはじめとする各種専門家による専門相談を実施し、悩みの解決をサポートし女性の社会進出、就労につなげる。
〇就労に向けた講座、セミナーの実施
　岐阜県男女共同参画・女性の活躍支援センターと連携した就労・子育てに関するセミナーや、再就職を支援する専門家によるセミナーを行い、就労に向けて取り組んでいる方へ就労に
直結するサポートをする。
〇心理面の支援をする講座、セミナーの実施
　専門家による自分磨き講座、セミナーを地元企業や専門家と連携して行い、女性の就労意欲をアップさせる等、就職に必要な能力だけでなく、心理面のサポートをする。
〇輝ける場の提供
　女性のチャレンジ（学習成果やスキルの発表、ミニショップチャレンジ）を支援し、交流を促進するフェスを開催
〇チラシやホームページを活用した情報提供
　イベントやセミナー等の事業をチラシ等を作成し周知を図るとともに、自治体ホームページとは別に女性活躍推進に特化したホームページを運用し、効率的な情報提供を行う。
〇コロナ禍でのWEB、電話による講座、相談
　コロナ禍でも必要とする人に支援を届けるため、WEB、電話を用いた講座、相談を実施する。

［次年度以降］
関係機関との連携を強化し、女性の支援を継続していく。また、外部アドバイザー等による検証を行い改善を図る。


