
様式４－３

④

・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

・連携地方公
共団体及び
具体的な連
携方法

・交付金事業
間連携、他
施策との連
携

注１）「３．総事業費」の内容については、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 平成３０(２０１８)年４月１日　～　平成３１(２０１９)年３月２２日

栃木県地域女性活躍推進補助金実績報告書　個別事業

市町村名：　野木町　　

事業番号

１．個別事業名 野木町女性活躍推進啓発事業

３．総事業費 　　　　　　　　　　　　　　　　　１４５，６５５　　円

４．事業内容

・町における男女共同参画や女性活躍推進、ワーク・ライフ・バランス推進の取り組み
情報を発信するための情報誌を発行した。
・1,000部作成し、町内事業所に配布するほか、ホームページ等に掲載する。また「と
ちぎウーマンナビ」等においても掲載し、広く周知を行った。

・男女共同参画推進員に協力いただき、情報誌の配布を実施
・工場協会や商工会と連携して、情報誌の配布を実施

･小山地区定住自立圏形成協定自治体（小山市、下野市、茨城県結
城市）に情報誌を送付し、野木町の取り組みを周知し、情報共有を図
り、連携自治体間の意識高揚を図った。
・「とちぎウーマンナビ」を活用し、野木町の取り組みを周知した。

・本補助事業である、ワーク・ライフ・バランス講座の模様を掲載。
・本補助事業である、男女共同参画推進事業所認定制度で認定を受
けた事業所を紹介した。
・次年度以降の女性活躍推進事業において配布し、事業の相互効果
へつなげる。
・「とちぎウーマンナビ」へ掲載することで、町内外へ広く制度の開始や
内容等の周知をし、取組みの相乗効果を図った。

５．事業効果及び
　　効果検証の概要

・本補助事業であるワーク・ライフ・バランス講座や男女共同参画推進事業所認定制
度の内容を掲載することで、より広く女性活躍の推進を啓発することができた。

６．目標達成度及び
　　達成状況に対する評価

【情報誌配布事業所数】６０団体（目標５０団体）
【情報誌に掲載したアンケートにおいて、「子供ができてもずっと職業を続けるほうが
よい」と回答した町民の割合】６５パーセント（目標４０％）

７．今後の課題
・野木町としては、女性活躍推進や男女共同参画に特化した情報誌を初めて発行し
た。今後も定期的に情報誌を発行することで、その時代のニーズに合った情報を発
信し、より女性活躍等が推進できるよう、多方面に働きかけていきたい。



様式４－１

９．経費の内訳 （単位：円）

事業
番号 個別事業名

総事業費
（A=B+C+D)

本交付金
（B)

他の寄付金等
（C)

自己資金
（D)

備　　考

①
野木町男女共同参画
推進事業所認定制度

9,551 4,000 5,551

②
野木町男女共同参画
映画会

161,926 80,000 81,926

③
野木町ワーク・ライフ・
バランス講習会

102,138 51,000 51,138

④
野木町女性活躍推進
啓発事業

145,655 72,000 73,655

合　　計 419,270 207,000 0 212,270

注１）「９．経費の内訳」の「事業番号」及び「個別事業名」は、様式４－２と整合性をとって記載してください。
注２）「９．経費の内訳」において「他の寄付金等」がある場合は、備考欄に内容が分かるよう記載してください。
注３）本様式はＡ４で3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。

栃木県地域女性活躍推進補助金実績報告書

市町村名：　野木町　　　

１．事業名 きらりと光る女性活躍応援プラン

２．実施期間 平成３０(２０１８)年４月１日　～　平成３１(２０１９)年３月22日

３．事業の趣旨・目的

　平成２３年に野木町は男女共同参画都市宣言をし、男女共同参画を推進してきた
が、「女性は職業を持たないほうがよい」という考えも町民の中に残っている。この現
状をふまえ、今後、町内の事業所にも働きかけをし、経営層や女性自身のさらなる意
識改革を図り、男女が共に働きやすい職場環境の整備や、ワーク・ライフ・バランスを
推進し、町内における女性の活躍を進めることで、町内における女性活躍を実現す
る必要がある。

４．事業内容

　女性活躍・男女共同参画の推進に向け、４つの事業に取り組むことで、機運醸成と
働き方改革を図った。

①【男女共同参画推進事業所認定制度】　男女共同参画について町民意識の向上
を図ってきたが、町内事業所も一丸となって推進するために、より男女がともに働きや
すい職場環境づくりに取組んでいる事業所を認定する制度を創設した。
②【野木町男女共同参画映画会】　女性が活躍する映画を上映し、町内における女
性活躍推進の意識改革を図るため、映画会を開催した。映画会を通じて、町内にお
ける女性活躍の機運醸成を諮るとともに、町民や町内事業所の現状を把握するアン
ケートを実施した。
③【野木町ワーク・ライフ・バランス講習会】　町内事業所と協定自治体職員が参加
し、管理職対象、女性に分けてセミナーを開催した。内容としては、「働き方改革」「イ
クボスの育成」「女性がいきいき活躍するための心のリフレッシュ」をテーマとし、アン
ガーマネジマントを中心に女性活躍推進のための意識づけをした。
④【野木町女性活躍推進啓発事業】町における男女共同参画や女性活躍推進、
ワーク・ライフ・バランス推進の取り組み情報を発信するための情報誌を発行し、町内
事業所に配布し、広く周知を行った。

５．事業効果及び
　　効果検証の概要

・事業実施にあたり、工場協会等の事業所や近隣自治体と連携した結果、本町が現
状を把握することができた。
・参加者アンケートでは、本事業について満足度は得られたが、アンケート内容を反
映し、次年度以降もより効果の高い事業を実施できるよう検討した。

10．担当者名及び連絡先
野木町役場町民生活部生活環境課人権・協働推進係　主査　川野　千春
TEL：０２８０－５７－４１３２　FAX：０２８０－５７－３９４５
E-mail：seikatukankyou@town.nogi.lg.jp

11．事業実施及び連携工程 様式４－２に記載

６．目標達成度及び
　　達成状況に対する評価

　実施計画書で設定した目標値について、啓発事業については概ね高い評価が得
られたが、推進事業についての認知度が低い点が見受けられる。

７．今後の課題

・男女共同参画推進事業所認定制度については、認定制度の参加促進向け、庁内
の他事業との連携を模索する必要がある。
・とちぎ女性活躍応援団等への参加について、目標値の達成に向け、県と連携し周
知の方法について工夫を図る。
・各事業アンケートより、女性活躍推進のためには、職場環境の改善や女性のキャリ
アアップが必要であるとの結果がでており、今後はそれらを踏まえた内容としていきた
い。
・時代のニーズに合った情報を発信し、より女性活躍等が推進できるよう、多方面に
働きかける必要がある。

８．事業の実施体制

･小山地区定住自立圏形成協定自治体（小山市、下野市、茨城県結城市）、野木町
女性活躍応援団（野木町男女共同参画推進員、野木町女性会議委員、野木町男女
共同参画審議会委員）、野木町工場協会、野木町人権擁護委員



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
野木町男女共同参画推進
事業所認定制度

男女がともに働きやす
い職場環境づくりに取
り組んでいる町内事業
所の認定

・認定事業所数　2団体
（アウトプット・アウトカム）
・栃木県が運営する「と
ちぎ女性活躍応援団」
の町内登録企業数６団
体（アウトプット・アウトカ
ム）

●認定事
業所募集
及び選定

●認定証
交付

●映画会
で制度の
PR

●認定事
業所の広
報掲載

●認定制
度のPR

2 野木町男女共同参画映画会

野木町男女共同参画
推進員と連携し、町民
や町内事業所を対象
に女性活躍推進法や
女性の活躍への取り組
みについて紹介すると
ともに、「野木町男女共
同参画推進事業所認
定制度」において該当
のあった事業所を表彰
し、同会場で「女性の
活躍」をテーマにした
映画を上映し、啓発を
図る

・参加者数１４０名（アウト
プット）
・参加者満足度９０％（ア
ウトプット）
・参加者アンケートで、
女性活躍に取り組むと
回答した割合８０％（アウ
トカム）

●映画
フィルム
賃貸借契
約締結

●告知及
び関係団
体に開催
案内

●広報掲
載

●映画会
開催

●事業検
証

3
野木町ワーク・ライフ・バラン
ス講習会

町内事業所を対象に、
ワーク・ライフ・バランス
や働き方改革、イクボ
スの育成をメインとした
講習会を開催し、女性
の活躍推進に繋げる

・参加事業所数１５団体
（アウトプット）
・参加者満足度８０％（ア
ウトプット）
・参加者アンケートにお
いて女性活躍を推進し
たいと回答した事業所
数１２団体（アウトカム）
・栃木県が運営する「と
ちぎ女性活躍応援団」
の町内登録企業数６団
体（アウトプット・アウトカ
ム）

●講師選
定

●打合せ ●講習会
開催

●打合せ ●講習会
開催

●事業検
証

4
野木町女性活躍推進啓発
事業

町で開催されるイベン
トへの参加や情報誌の
発行を通して、町にお
ける男女共同参画や
女性活躍推進、ワー
ク・ライフ・バランス推進
等の取組みを発信し、
啓発を行う

・情報紙配布事業所数５
０団体（アウトプット）
・情報誌に掲載したアン
ケートにおいて、「子供
ができても、ずっと職業
を続ける方がよい」と回
答した町民の割合４０％
（アウトカム）

●映画会
での啓発

●講習会
での啓発

●イベン
トでの啓
発

●講演会
での啓発

●情報誌
の発行

●イベン
トでの啓
発

様式４－２

事業実施及び連携工程表

市町村名：　野木町

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





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
野木町女性活躍推進啓発
活動
（生活環境課、産業課）

・町内での各種イベン
トでの啓発

事業1-1～3の各事業の
実施結果をまとめた資
料の配布等による周知・
啓発
・事業1-4の啓発事業で
作成した情報誌の配布
等による周知及・啓発

●認定事
業所制度
開始PR

●産業祭
での啓発

●人権講
演会での
啓発

2

小山地区定住自立圏連携
事業
（野木町・小山市・下野市・
茨城県結城市）

小山地区定住自立圏
連携事業のワーク・ライ
フ・バランス推進事業

構成市町間で、研修会
等に相互参加し、情報
交換を図る。また、イベ
ント等の情報を共有する
ことで、より広い周知を
図る。

●チラシ
配布、周
知

●映画会
開催

●映画会
開催（下
野市）

●女性活
躍セミ
ナー開催
（小山市）

●女性活
躍セミ
ナー開催
（下野市）

3

とちぎ女性活躍応援団
運営・発信事業
（栃木県人権・青少年男女参画
課）

・とちぎ女性活躍応援
団による、オール栃木
体制での女性活躍の
推進
・女性活躍専用サイト
「とちぎウーマンナビ」
による女性活躍情報の
発信

○とちぎ女性活躍応援
団への登録呼びかけ
・事業１－１認定事業所
・事業１－２・３参加者
・事業１－４情報誌に県
応援団の掲載
○「とちぎウーマンナビ」
による
・事業１－１～４の周知

●認定事
業所情報
発信

●映画会
開催情報
発信

●情報誌
発行情報
発信

※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

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

とちぎ女性活躍応援団の運営、女性活躍専用サイト「とちぎウーマンナビ」による情報発



様式４－３

①

・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

・連携地方公
共団体及び
具体的な連
携方法

・交付金事業
間連携、他
施策との連
携

注１）「３．総事業費」の内容については、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 平成３０(２０１８)年４月１日　～　平成３１(２０１９)年３月２２日

栃木県地域女性活躍推進補助金実績報告書　個別事業

市町村名：　野木町　　

事業番号

１．個別事業名 野木町男女共同参画推進事業所認定制度

３．総事業費 　　　　　　　　　　　　　　　　　９，５５１　円

４．事業内容

　男女共同参画について町民意識の向上を図ってきたが、町内事業所も一丸となっ
て推進すために、より男女がともに働きやすい職場環境づくりに取組んでいる事業所
を認定する制度を創設した。

・認定した事業所の取り組みを、男女共同参画映画会にて紹介したり、
男女共同参画・女性活躍推進に関する情報誌に掲載するなど、他の
事業所や町民に対しPRを行い、女性活躍の推進に向け官民連携を
図った。

･小山地区定住自立圏形成協定自治体（小山市、下野市、茨城県結
城市）において実施している同様の制度を参考に策定し、事業効果向
上に向け情報交換を行った。
・県の女性活躍応援サイト「とちぎウーマンナビ」へ掲載し、制度の開始
や内容等の周知を図った。

・本補助事業で「男女共同参画・女性活躍推進に関する情報誌」を発
行し、その中においても本制度の周知をし、応募促進を図った。
・「とちぎウーマンナビ」へ掲載することで、町内外へ広く制度の開始や
内容等の周知をし、取組みの相乗効果を図った。

５．事業効果及び
　　効果検証の概要

・町が募集した「男女共同参画標語」に、認定を受けた事業所から多くの作品が出品
されたことは、事業所内の男女共同参画、女性活躍推進が図られていることが伺え
る。

６．目標達成度及び
　　達成状況に対する評価

【認定事業所数　実績２団体（目標２団体）】　　制度開始初年度の目標を達成したこ
とについては評価できるが、認定を受けるメリットをより強調して示す必要があるとの意
見があった。
【栃木県が運営する「とちぎ女性活躍応援団」の町内登録企業数　実績３団体（目標
６団体）】　啓発事業や各種会議等の折に制度のチラシ等により周知を図ったが、目
標を達成することができなかった。

７．今後の課題

　次年度以降も、引き続き認定制度の参加促進向けたPRを進めていきたい。また、認
定を受けるメリットを示すためにも、庁内の他事業との連携を模索する必要がある。
　とちぎ女性活躍応援団等への参加について、目標値の達成に向け、県と連携し周
知の方法について工夫を図る。



様式４－３

②

・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

・連携地方公
共団体及び
具体的な連
携方法

・交付金事業
間連携、他
施策との連
携

注１）「３．総事業費」の内容については、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 平成３０(２０１８)年４月１日　～　平成３１(２０１９)年３月２２日

栃木県地域女性活躍推進補助金実績報告書　個別事業

市町村名：　野木町　　

事業番号

１．個別事業名 野木町男女共同参画映画会

３．総事業費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１，９２６　円

４．事業内容

　女性が活躍する映画「種まく旅人～くにうみの郷～」を上映し、町内における女性活
躍推進の意識改革を図るため、映画会を開催した。
　映画会を通じて、町内における女性活躍の機運醸成を諮るとともに、町民や町内事
業所の現状を把握するアンケートを実施した。
　映画会の前には、本交付金事業である「野木町男女共同参画推進事業所認定制
度」で認定を受けた事業所が取組発表をしたほか、女性活躍推進セミナーを実施し
た。

映画会の運営について、野木町男女共同参画推進員や人権擁護委
員等にご協力いただいた。またセミナーでは、地域ボランティアとして
活躍する女性にご協力いただき、女性活躍をテーマとした紙芝居を実
施した。

･小山地区定住自立圏形成協定自治体（小山市、下野市、茨城県結
城市）と事業の企画・運営を行い、市町の事業所への参加を促した。
・「とちぎウーマンナビ」を活用し、映画会開催の周知を図った。

・本補助事業でもある男女共同参画推進事業所認定制度で認定を受
けた事業所の活動紹介により、認定制度の周知につながった。
・「とちぎウーマンナビ」へ掲載することで、町内外へ広く制度の開始や
内容等の周知をし、取組みの相乗効果を図った。

５．事業効果及び
　　効果検証の概要

・参加者が、映画・ミニセミナーを通して、女性活躍の必要性を感じ、それぞれの職
場・家庭における意識改革を伝えていくことが期待できる。
・本補助事業でもある男女共同参画推進事業所認定制度で認定を受けた事業所の
活動紹介により、町内での女性活躍・男女共同参画が推進していることを周知でき
た。

６．目標達成度及び
　　達成状況に対する評価

【参加者数】１４８名（目標１５０名）
【参加者満足度】８５％（目標８０％）
【参加者アンケートで、女性活躍に取り組むと回答した割合】８０％（目標８０％）

７．今後の課題
・映画を通した啓発は、幅広い層の町民へ向けて有効な手段であるが、作品の選定
が難しい。今後は、他市町の啓発事業を研究し、より高い効果が期待できる事業を研
究していく必要がある。



様式４－３

③

・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

・連携地方公
共団体及び
具体的な連
携方法

・交付金事業
間連携、他
施策との連
携

注１）「３．総事業費」の内容については、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 平成３０(２０１８)年４月１日　～　平成３１(２０１９)年３月２２日

栃木県地域女性活躍推進補助金実績報告書　個別事業

市町村名：　野木町　　

事業番号

１．個別事業名 野木町ワーク・ライフ・バランス講習会

３．総事業費 　　　　　　　　　　　　　　　　　１０２，１３８　　円

４．事業内容

・町内事業所と小山地区定住自立圏形成協定自治体（小山市、下野市、茨城県結
城市）職員が参加し、管理職対象、女性に分けてセミナーを開催した。
・内容としては、「働き方改革」「イクボスの育成」「女性がいきいき活躍するための心
のリフレッシュ」をテーマとし、アンガーマネジマントを中心に女性活躍推進のための
意識づけをした。

・講習会の開催について、町工場協会や商工会へ周知するとともに、
社会福祉法人や医療法人にも働きかけ、参加者を募集した。
･参加者アンケートを実施し、ニーズを把握することで、次年度以降の
取り組みの参考にすることができた。

･小山地区定住自立圏形成協定自治体（小山市、下野市、茨城県結
城市）と事業の企画・運営を行い、市町間においての各事業への参加
を促した

・本補助事業でもある男女共同参画推進事業所認定制度について、
チラシを配布し制度の周知をすることで、応募促進を図った。
・本補助事業で「男女共同参画・女性活躍推進に関する情報誌」を発
行しており、その中において講習会について掲載し周知を行った。
・「とちぎウーマンナビ」へ掲載することで、町内外へ広く制度の開始や
内容等の周知をし、取組みの相乗効果を図った。

５．事業効果及び
　　効果検証の概要

・管理職対象とした講座では、ストレスの多い管理職が、イクボスや働き方改革を率先
して進めていけることをねらいとし、心のバランスを図る講座とした。参加者アンケート
でも、「講座の内容を、今後職場で生かせるか」の問いに全員から「生かせる」と回答
があった。
・働く女性対象の講座では、子育てしながら仕事を続けていくために、心が元気にな
るための内容とした。参加者アンケートでも、全員から講座の内容が参考になったと
の回答があった。

６．目標達成度及び
　　達成状況に対する評価

【参加事業所数】延べ１６社（目標１５０名）
【参加者満足度】１００％（目標８０％）
【参加者アンケートで、女性活躍を推進したいと回答した事業所数】１団体（目標１２
団体）
　　→すでに取り組んでいる事業所数１０団体
【栃木県が運営する「とちぎ女性活躍応援団」の町内登録企業数】３団体（目標６団
体）

７．今後の課題
・参加者アンケートより、女性活躍推進のためには、職場環境の改善や女性のキャリ
アアップが必要であるとの結果がでており、今後はそれらを踏まえた内容としていきた
い。



様式４－３

④

・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

・連携地方公
共団体及び
具体的な連
携方法

・交付金事業
間連携、他
施策との連
携

注１）「３．総事業費」の内容については、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 平成３０(２０１８)年４月１日　～　平成３１(２０１９)年３月２２日

栃木県地域女性活躍推進補助金実績報告書　個別事業

市町村名：　野木町　　

事業番号

１．個別事業名 野木町女性活躍推進啓発事業

３．総事業費 　　　　　　　　　　　　　　　　　１４５，６５５　　円

４．事業内容

・町における男女共同参画や女性活躍推進、ワーク・ライフ・バランス推進の取り組み
情報を発信するための情報誌を発行した。
・1,000部作成し、町内事業所に配布するほか、ホームページ等に掲載する。また「と
ちぎウーマンナビ」等においても掲載し、広く周知を行った。

・男女共同参画推進員に協力いただき、情報誌の配布を実施
・工場協会や商工会と連携して、情報誌の配布を実施

･小山地区定住自立圏形成協定自治体（小山市、下野市、茨城県結
城市）に情報誌を送付し、野木町の取り組みを周知し、情報共有を図
り、連携自治体間の意識高揚を図った。
・「とちぎウーマンナビ」を活用し、野木町の取り組みを周知した。

・本補助事業である、ワーク・ライフ・バランス講座の模様を掲載。
・本補助事業である、男女共同参画推進事業所認定制度で認定を受
けた事業所を紹介した。
・次年度以降の女性活躍推進事業において配布し、事業の相互効果
へつなげる。
・「とちぎウーマンナビ」へ掲載することで、町内外へ広く制度の開始や
内容等の周知をし、取組みの相乗効果を図った。

５．事業効果及び
　　効果検証の概要

・本補助事業であるワーク・ライフ・バランス講座や男女共同参画推進事業所認定制
度の内容を掲載することで、より広く女性活躍の推進を啓発することができた。

６．目標達成度及び
　　達成状況に対する評価

【情報誌配布事業所数】６０団体（目標５０団体）
【情報誌に掲載したアンケートにおいて、「子供ができてもずっと職業を続けるほうが
よい」と回答した町民の割合】６５パーセント（目標４０％）

７．今後の課題
・野木町としては、女性活躍推進や男女共同参画に特化した情報誌を初めて発行し
た。今後も定期的に情報誌を発行することで、その時代のニーズに合った情報を発
信し、より女性活躍等が推進できるよう、多方面に働きかけていきたい。


	様式3精算書
	4-1報告書
	4-2実施工程
	4-3報告書①【個票】
	4-3報告書②【個票】
	4-3報告書③【個票】
	4-3報告書④【個票】

