
様式２－２

R１.４ ～ R４.３

70% （R２） 67.80% （H27）

（　　　）

70名 （R3）

10名 （R3） 12名 （R2）

15社 （R3）

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。

奈良県　奈良市　観光経済部　産業政策課　キャリア支援係　担当：堀田 電話：0742-34-4741 e-mail：sangyoseisaku@city.nara.lg.jp

様式２－２－２に記載

１３．事業実施及び連携工程

１４．経費の内訳 様式２－２－１に記載⇒要件④「政策連携」

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。

12．担当者名及び連絡先

他の地方公共団体と
の連携

本市と包括連携協定を締結している木津川市と、事業内容や課題について協議を行った上で緊密に連携しながら
実施する。なお今年度からは、事業ごとに主・副担当を設け、双方が積極的な情報交換を行うことで、連携体制の
強化を図ることを検討している。

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。）

９．事業効果の検証及び
　　今後の課題の整理方法

・女性のライフステージや、コロナ禍における時流に沿った多様な働き方を実現する求職者を増やす。また、そのことにより就業率の向上が図られる。
・男女共に働きやすく、コロナ禍においても社員の新たな働き方を社内で定着させる柔軟な組織づくりに取り組む企業数を増やす。また、そのことにより
企業内でのワークライフバランスを充実させる。

10．事業の実施体制
⇒要件③「官民連携・地域連
携」 構成団体

ハローワーク（マザーズコーナー）、奈良しごとiセンター、奈良市企業人権教育推進協議会、奈良商工会議所、若
者サポートステーションやまと

セミナーやキャリアカウンセリング参加者へのアンケート調査を実施。受講前後でどのような変化があったかや、課題や必要とする支援を分

連携体制の名称

女性活躍推進法に基づく協議会の設置状況

各構成団体の主な連
携内容

企画内容に関する助言や連携、協力、また関係団体や企業への事業広報や参加促進など。

８．事業の実施により
　　期待される効果

①未就業の女性や、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して不本意な退職や収入減となったことで新たに就職活動を志す女性を対象に、企業との
マッチング機会の提供を目的とした合同企業説明会の開催や、自己理解を深めるためのキャリアアップセミナーを開催し、就職活動に向けたスキル面の
強化や自己ＰＲに繋がるポイントの洗い出しから、個々人に合わせたキャリアカウンセリングまでをサポートする。
②新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたテレワークやリモートワークといった新しい働き方の一環として、Web分野での就業に興味・関心が高い女
性を対象にした事業を行う。Web業界で自立するための知識や実務を習得し、フリーランスとして自立するための実務に関する知識、また各種ソフトを用
いた実践的な制作スキルを習得するセミナーを開催する。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて組織のあり方に関する意識改革を目指し、経営者や人事・労務対象者を対象としたワークライフバランス推
進セミナ－を開催する。

③事業目標（全体）
合同企業説明会やキャリアアップ
セミナーの参加者数（アウトプット）

④事業目標（全体）
Weｂ関連スキル養成セミナーの参
加者（アウトプット）

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

国勢調査に基づく２５歳から４４歳
までの奈良市の女性の就業率（ア
ウトカム）

⑤事業目標（全体）
ワークライフバランスセミナーの参
加企業数（アウトプット）

５．事業の趣旨・目的

奈良市では結婚や出産により職を離れるケースが多い状況が認められる。女性が活躍し地域経済を活性化するため、女性がキャリアを継続し、M字カー
ブを徐々に解消していく必要がある。特に令和２年度はコロナウイルス感染症の影響により、改めて自分自身の職業観念や価値観に向き合う機会が増
大したことから、より求職市場は活性化しており、早期就業を望む求職者が増えていることも事実である。そのような女性求職者を対象に、自己理解や自
己分析、キャリアカウンセリングによる就業観念の醸成など、就職活動を行ううえでの基礎的な支援を実施することを目的とした事業を実施する。さらにテ
レワークやリモートワーク等、コロナウイルス感染症の影響により場所を選ばない柔軟な働き方のニーズが高まっていることから、デジタル人材の育成も見
据えた事業を実施する。
また企業向けとしては、ウィズコロナ、アフターコロナの観点から新しい働き方の機運醸成を目的としたセミナーを実施し、多様な働き方にシフトチェンジ
するための提案を行う。

７．事業内容

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）

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）

平成３０年１２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：奈良県奈良市　　　　　　　　　　　　　　

１．事業名 女性のキャリア継続応援プロジェクト

２．実施期間 令和３年４月１日　～　令和４年３月３１日

奈良市の25歳から44歳における女性就業率は67.8％であり、全国の25歳から44歳における女性就業率72.6％と比較して低い状況となっている。配偶別に分析すると、奈
良市の25歳から44歳の未婚女性における就業率は82.5％（同全国平均84.4％）であるが、奈良市の25歳から44歳の既婚女性における就業率は57.2％であり、同全国平
均64.9％と乖離しており、結果として女性全体の年齢階級別の就業率は「M字カーブ」を描いている。
背景として、結婚や出産を機に離職するケースが多い状況が読み取れる。本市が平成２８年に実施したアンケート調査では、離職経験のある女性９８０人のうち、８２４人
（８４％）が結婚や出産を機に離職している。また、現在就職していない女性を対象にした調査では「職住近接、勤務条件が柔軟、一般事務職」などの就労条件を希望す
る回答が多く、条件が合わずに企業とのマッチングが進まないという課題がある。一方で市内の中小企業を対象に、女性が働きやすい職場づくりについての取り組みを
調査した結果、約半数の企業が具体的な取り組みを実施しておらず、女性活躍のノウハウの蓄積が浅い企業が多い状態である。
また、令和２年はコロナウイルス感染症の影響により平均有効求人倍率が1.21倍であり、前年の平均有効求人倍率（1.48倍）と比較して0.27ポイントの減少傾向が見られ
た。また、離職者数は対前年比で大幅に増えており、12月単月で見ても事業主都合離職者は対前年比で29.0%増、自己都合離職者は対前年比で6.5%増といずれも増加
している。求人数は求職数を上回っているものの、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響は引き続き厳しいと言える。
奈良市ではこれらの現状を打破するため、平成２８年度から未就業の女性を対象にした就職支援セミナーや市内企業とのマッチング事業、クラウドソーシングを活用した
在宅での就労、市内企業を対象としたワークライフバランスのセミナー等の事業を実施している。
※就業率は平成２７年度国勢調査より算出。就業率の算出は就業状態不詳を除いた総数から就業率を算出。
※令和元年、２年の有効求人倍率は奈良県一般職業紹介状況より算出。



様式２－２－３

①

（１）事業目標

70名 （Ｒ３） 65名 （R2）

（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。

５．個別事業の事業内容

結婚や出産などでいったん離職した未就業の女性、また新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して不本意な
退職や収入減となったことで新たに就職活動を志す女性等を対象に、企業とのマッチングの機会の提供を目的と
した合同企業説明会の開催や、自己理解を深めるためのキャリアアップセミナーを開催し、就職活動に向けたス
キル面の強化や自己ＰＲに繋がるポイントの洗い出しから、個々人に合わせたキャリアカウンセリングまでをサポー
トする。
これまでは、利便性や集客性を重視し女性の生活圏内であるショッピングモールを会場として就職支援事業を実
施してきたが、就業意欲の高い女性にターゲットを絞ることが難しいこと、また各種相談イベントが一過性のもので
終わってしまいがちであるということから、早期就業に結び付けることが難しかった。今年度はより就業への意識を
促進できるよう、自身の就業意識の洗い出しやバックボーンの振り返り、就職活動に向けた意欲喚起となるような
事業を実施し、就職活動の支援を行う。
また令和３年度は、コロナウイルス感染症の影響を鑑み、合同企業説明会３回のうち１回はオンライン上での開催
とする。さらに、②の事業との相乗効果を図る。

・ハローワーク奈良（マザーズコーナー）及び奈良しごとiセンターと連携し、子育て女
性に配慮する企業などの情報を共有する。
・ハローワーク奈良及び奈良しごとiセンターに窓口相談者への周知・参加促進を依頼
する。
・民間企業の広報を用い、可及的広範囲にイベントの周知・啓発を行う。

包括連携協定を締結している木津川市と連携し、両市在住の女性の就業率や女性の
就職に対する意識などを共有する。また、両市は地理的にも隣接し、女性の生活圏に
ついても重複する部分があるため、参加者の募集や広報の協力はもちろん、イベント
開催場所でも相互に効果的な場所を選定し引き続き実施する。

・男女共同参画課主催の事業参加者に対し、開催時に周知・参加促進を図る。
・保育士不足の中、関係課と協力し、相談会において保育士や保育補助者の募集案
内の周知を行うなど、参加者に直接説明する機会を確保する。

３．事業費 4,518,800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・Ｋ
ＰＩ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）

合同企業説明会やキャリア
アップセミナーの参加者数
（アウトプット）
（令和２年度は個別就職相
談会を実施したため、同条
件ではない）

２．実施期間 令和３年４月１日　～　令和４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：奈良県奈良市　　　　　　　　　　

事業番号

１．個別事業名 女性の就職支援事業（継続）



様式２－２－３

②

（１）事業目標

10名 （R3） 12名 （R2）

（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。

５．個別事業の事業内容

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたテレワークやリモートワークといった新しい働き方の一環として、在宅ででき
るＷｅb関連のスキルを身に付けるための事業を実施する。
令和２年は新型コロナウイルスの感染拡大により多業種に甚大な影響があったものの、IT業界・Web業界については比
較的影響が少ないとされている。また、テレワークに対応しやすい業界ということもあり、今後も引き続き求人数が増加す
ると見込まれる。そのような状況下において、コロナ禍での新しい働き方を希望する女性や、WebデザインやIT分野に興
味・関心が高い女性を対象にしたWeb関連スキル養成セミナーを実施する。
Web業界で自立するための実務に関する知識・スキル、また各種ソフトを用いた実践的な制作スキルを習得することに
加え、就職・転職やフリーランスになる際に必要なポートフォリオ作成までをサポートする。講座実施前には、Web業界で
のキャリアアップを経験した現役ロールモデルの講演会を行い、第一線で活躍するためのノウハウやマインドを伝授す
る。
なお令和２年度は、Webデザインのスキルを学びたい女性を幅広く参加を募集したが、令和３年度は、より熱意や潜在
的ポテンシャルが高く、Web分野での就労を目指すことに重点を置いた女性に絞った政策とする。
また、①の事業との相乗効果を図る。

ハローワーク奈良及び奈良しごとiセンターに窓口相談者への周知・参加促進を依頼
する。

講座を実施するうえで、参加者の募集や広報の協力について木津川市と連携する。

男女共同参画課主催の事業参加者に対し、開催時に周知・参加促進を図る。

３．事業費 3,859,900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・Ｋ
ＰＩ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）

Weｂ関連スキル養成セミ
ナーの参加者（アウトプット）

（※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。）

２．実施期間 令和３年４月１日　～　令和４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：奈良県奈良市　　　　　　　　　　

事業番号

１．個別事業名 Ｗｅｂ関連スキル養成事業（継続）



様式２－２－３

③

（１）事業目標

15社 （R3）

（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。

５．個別事業の事業内容

新型コロナウイルス感染症の影響をふまえた組織のあり方に関する意識改革を目指し、経営者や役員
を対象としたワークライフバランス推進セミナ－を開催する。セミナー参加企業が自社の職場環境につ
いて再考し、ウィズコロナ・アフターコロナにおけるワークライフバランス実現を目指す機運醸成の機会と
し、人材活用や職場定着を支援する。
なお令和２年度は参加者の対象を絞らず参加者を募集していたが、令和３年度については組織改革の
決定権を持つ層（経営者や役員など）に直接参加を働きかけることで、早期の組織改革実現を目指すも
のとする。
またコロナウイルス感染症の影響を鑑み、ワークライフバランス推進セミナー２回のうち１回はオンライン
上での開催とする。
また、①の事業との相乗効果を図る。

・商工会議所の刊行物において事業の周知・参加促進を図る。
・奈良市企業人権推進協議会と連携し、会員へのセミナーの広報や参加呼びかけを
行う。
・無業青少年の職業生活における自立を促進するサポートステーションやまとと連携
し、双方に状況共有を行う。

木津川市と連携し、相互の地元企業のワークライフバランスに向けた意識や取り組み
状況などを共有する。

・「奈良市男女共同参画計画（第２次）」において、「ワークライフバランスの推進」を掲
げており、男女共同参画課へ事業企画や周知等について協力を仰ぐ。

３．事業費 1,301,000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・Ｋ
ＰＩ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）

ワークライフバランスセミ
ナーの参加企業数（アウト
プット）

（※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。）

２．実施期間 令和３年４月１日　～　令和４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：奈良県奈良市　　　　　　　　　　

事業番号

１．個別事業名 ワークライフバランス推進事業（継続）


