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Ⅰ　条文別

１　条例第８条（積極的改善措置）

(1) 事業者及び府民の取組の支援

　ア　女性のチャレンジを支援する方策の策定

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性のチャレンジを支援する機運の醸成

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　ウ　女性のチャレンジを支援する取組の推進（情報提供、相談等の実施）

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課、貿易・商業課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦女性再就職支援コーナーの設置（継続）（総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 4

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦マザーズジョブカフェの設置・推進（新規）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

(2) 府における取組の推進

　ア　審議会等における女性委員の登用

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 6

　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 6

　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性職員の登用等（人事課）

　ウ　男性職員の育児休業取得等（給与厚生課、教職員課）

２　条例第9条（雇用の分野における男女共同参画の推進等）

(1) 事業者の取組の支援

　ア　調査研究の実施等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府若者の仕事と生活の調和に関するアンケートの実施（新規）（男女共同参画課）

　　　②第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　③民間企業の労働時間制度に関する調査の実施（継続）（労政課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　②高年齢者の雇用等に関する調査の実施（継続）（労政課）

　イ　機運の醸成等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府子育て支援表彰の実施（継続）（こども未来課）

　　　②認定職業訓練の指導援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　③地域における職業能力開発事業の推進援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　④職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤京都ものづくりフェアの開催（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥「京都の労働」の発行（継続）（労政課）

　　　⑦各種啓発誌のホームページ掲載（継続）（労政課）

　　　⑧「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続）（労政課）
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　　　①京都府子育て支援表彰の実施（継続）（こども未来課）

　　　②認定職業訓練の指導援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　③地域における職業能力開発事業の推進援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　④職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤京都ものづくりフェアの開催（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥「京都の労働」の発行（継続）（労政課）

　　　⑦各種啓発誌のホームページ掲載（継続）（労政課）

　　　⑧「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続）（男女共同参画課）

　ウ　相談窓口の整備
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　　　①女性労働相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③中小企業労働相談の実施（継続・一部新規）（労政課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………10

　　　①女性労働相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③中小企業労働相談の実施（継続）（労政課）

(2) 府における職業能力開発、再就職、起業支援策の推進

　ア　職業能力開発支援策の推進
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　　　①ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②就職力ステップアップ講座（就職力パワーアップ講座）の実施（継続）（総合就業支援室）

　　　③在職者訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　④離職者向け短期職業訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤職業訓練支援制度の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥障害者自立就労支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）
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　　　①ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　③ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　④在職者訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤離職者向け短期職業訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥職業訓練支援制度の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑦障害者自立就労支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　イ　再就職支援策の推進

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………12

　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③母子家庭等自立支援センター事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　④職業技能訓練給付金支給事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑤福祉人材バンク事業の実施（継続）（介護・福祉事業課）

　　　⑥京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、一部再掲）（総合就業支援室）

　　　⑦母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………14

　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③アクションプラン「子育て期の多様な働き方モデル創造プラン」の策定（新規）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、こども未来課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤生活福祉相談・就労支援の強化（新規）（福祉・援護課）

　　　⑥母子家庭等自立支援センター事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑦職業技能訓練給付金支給事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑧母子家庭等緊急就職支援事業の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑨福祉人材バンク事業の実施（継続）（介護・福祉事業課）

　　　⑩京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、一部再掲）（総合就業支援室）

　　　⑪パーソナルサポートセンターの設置・推進（新規）（総合就業支援室）

　　　⑫ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　⑬新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施（新規）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総合就業支援室、ものづくり振興課、緊急経済・雇用対策課）

　　　⑭母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　ウ　起業支援策の推進
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジオフィスの運営（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑥京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、再掲）（総合就業支援室）

　　　⑦「起業家セミナー」の開催（継続）（ものづくり振興課）
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジオフィスの運営（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、再掲）（総合就業支援室）

　　　⑥「起業家セミナー」の開催（継続）（ものづくり振興課）

(3)ワーク・ライフ・バランスの推進

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………16

　　　①ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続）（男女共同参画課・労政課）

　　　②安心保育推進の検討（新規）（こども未来課）

　　　③「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続、再掲）（労政課）
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　　　①ワーク・ライフ・バランスの推進（継続）（男女共同参画課）

　　　②アクションプラン「子育て期の多様な働き方モデル創造プラン」の策定（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、こども未来課）

　　　③マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　④安心保育推進事業の実施（新規）（こども未来課、医療課）

　　　⑤「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

３　条例第10条（個人で営む事業における男女共同参画の推進）

　ア　農林水産業分野における取組

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………18

　　　①ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施（継続）（担い手支援課）

　　　②農村女性育成事業の実施（継続、再掲）（研究普及ブランド課）

　　　③里力再生事業の実施（新規）（農村振興課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………18

　　　①ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施（継続）（担い手支援課）

　　　②農村女性育成事業の実施（継続、再掲）（研究普及ブランド課）

　　　③里力再生事業の実施（継続）（農村振興課）

　イ　商工業分野における取組
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　　　①地域内職センター等設置運営事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施（継続）（産業労働総務課）

　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）　

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………20

　　　①地域内職センター等設置運営事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施（継続）（産業労働総務課）

　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）

４　条例第11条（家庭生活に関する支援）

　ア　保育・介護サービス等の充実
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　②地域子育て支援拠点事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④全国子育てひろば実践交流セミナーの開催（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センター整備事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑥地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④一時保育等助成事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥多様な保育サービス推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦子育て支援特別対策の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　②子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センターの開設（新規）（家庭支援課）

　　　⑥家庭支援充実強化対策の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑦地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤子育て支援特別対策の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥延長保育事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑧保育ママ支援事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑨きょうと子育て環境整備事業の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　　④地域周産期母子医療センター運営助成の実施（新規）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成等の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　　②子育て支援等福祉医療制度の充実検討（新規）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　④高齢者くらしのサポート事業の実施（新規）（高齢者支援課、福祉・援護課）

　イ　機運の醸成、相談窓口の整備
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ＫＹＯのあけぼの大学（子育て・両立支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　④ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続、再掲）（男女共同参画課、労政課）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続・一部新規）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（組替）（青少年課）

　　　⑦青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑨子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑩地域子育て支援拠点事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑭発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑮発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑯地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　⑰特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　⑱親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑲心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ワーク・ライフ・バランスの推進（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑦青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧生活福祉相談・就労支援の強化（新規、再掲）（福祉・援護課）

　　　⑨きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑩子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑭安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課、医療課）

　　　⑮きょうと婚活支援ネットワークづくり事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑯家庭支援充実強化対策の実施（新規、再掲）（家庭支援課）

　　　⑰在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑱発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑲発達障害児早期発見・早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑳ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）

　　　家庭教育支援基盤形成事業の実施（新規）（社会教育課）

５　条例第12条（京都における文化及び産業の振興）
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　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑦映画・映像人材育成事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑧古典の日関連事業の実施（新規）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）
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　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑦映画・映像人材育成事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑧古典の日関連事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）

６　条例第13条（府民等の活動の促進）

　ア　府民及び民間団体等の活動の促進
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　　　①府民力推進会議の運営（継続）（府民力推進課）

　　　②ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設（継続・一部新規）（府民力推進課）

　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑨地域団体育成事業の実施（継続）（男女共同参画課）
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　　　①府民力推進会議の運営（継続）（府民力推進課）

　　　②ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設（継続）（府民力推進課）

　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑨地域団体育成事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　地域における男女共同参画の推進
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　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続、再掲）（府民力推進課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性国内交流事業（女性の船）の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④地域団体育成事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤地域女性・わくわく支援事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥里力再生事業の実施（新規、再掲）（農村振興課）

　　　⑦地域女性リーダー研修講座の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑧婦人教育会館主催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑨地域で支える学校教育推進事業の実施（新規）（社会教育課）
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　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続、再掲）（府民力推進課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性国内交流事業（女性の船）の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④地域団体育成事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤地域女性・わくわく支援事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥里力再生事業の実施（継続、再掲）（農村振興課）

　　　⑦地域女性リーダー研修講座の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑧地域で支える学校教育推進事業の実施（継続）（社会教育課）

７　条例第14条（性別による人権侵害の禁止）

　ア　性別による差別的取扱いの防止
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　　　①（財）世界人権問題研究センター運営助成の実施（継続）（企画総務課）

　　　②新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、

　　　　人権に関する各種啓発事業の実施（継続）（人権啓発推進室）

　　　③男女共同参画センター相談事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④府民相談、府民無料法律相談等の実施（継続）（府民総合案内・相談センター）

　　　⑤府民総合案内・相談センターの運営（継続）（府民総合案内・相談センター）
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　　　①（財）世界人権問題研究センター運営助成の実施（継続）（企画総務課）

　　　②新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、

　　　　人権に関する各種啓発事業の実施（継続）（人権啓発推進室）

　　　③男女共同参画センター相談事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④府民相談、府民無料法律相談等の実施（継続）（府民総合案内・相談センター）

　　　⑤府民総合案内・相談センターの運営（継続）（府民総合案内・相談センター）

　イ　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、ＤＶ）の防止

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………39

　　　①配偶者等からの暴力相談窓口の設置（継続）（男女共同参画課、家庭支援課）

　　　②配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施（継続）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、住宅課）

　　　③「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業の実施（継続）（男女共同参画課）
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Ⅰ　条文別

１　条例第８条（積極的改善措置）

(1) 事業者及び府民の取組の支援

　ア　女性のチャレンジを支援する方策の策定

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性のチャレンジを支援する機運の醸成
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　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　ウ　女性のチャレンジを支援する取組の推進（情報提供、相談等の実施）
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　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課、貿易・商業課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦女性再就職支援コーナーの設置（継続）（総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 4

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦マザーズジョブカフェの設置・推進（新規）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

(2) 府における取組の推進

　ア　審議会等における女性委員の登用
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　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）
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　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性職員の登用等（人事課）

　ウ　男性職員の育児休業取得等（給与厚生課、教職員課）

２　条例第9条（雇用の分野における男女共同参画の推進等）

(1) 事業者の取組の支援

　ア　調査研究の実施等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府若者の仕事と生活の調和に関するアンケートの実施（新規）（男女共同参画課）

　　　②第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　③民間企業の労働時間制度に関する調査の実施（継続）（労政課）
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　　　①第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　②高年齢者の雇用等に関する調査の実施（継続）（労政課）

　イ　機運の醸成等
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　　　⑫婦人教育会館主催事業の実施（継続、再掲）（社会教育課）
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　　　①明るい選挙推進事業の実施（継続）（自治振興課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③情報提供事業の実施（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）

　　　④生涯学習総合推進事業の実施（継続）（スポーツ生涯学習室）

　　　⑤スポーツ指導者育成事業の実施（継続）（スポーツ生涯学習室）

　　　⑥京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業の実施（継続）（スポーツ生涯学習室）

　　　⑦スポーツ振興事業の実施（継続）（スポーツ生涯学習室）

　　　⑧人権教育の推進（継続）（学校教育課）

　　　⑨豊かな心を育てる教育推進事業（京の子ども夢・未来体験活動推進事業）の実施（継続）（学校教育課）

　　　⑩地域女性リーダー研修講座の実施（継続、再掲）（社会教育課）

　ウ　その他の措置の実施
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　　　①青少年社会環境浄化推進事業の実施（継続）（青少年課）

　　　②不妊治療給付事業助成の実施（継続）（こども未来課）

　　　③妊婦出産・不妊ほっとコールの運営（継続）（こども未来課）

　　　④府民健康づくり運動推進事業の実施（継続）（健康対策課）

　　　⑤がん予防対策事業の実施（継続）（健康対策課）

　　　⑥エイズ・肝炎等対策事業の実施（継続）（健康対策課）

　　　⑦医師確保対策事業の実施（継続）（医療課、府立医科大学）

　　　⑧看護職離職防止対策・再就業促進事業の実施（継続）（医療課）
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　　　①青少年社会環境浄化推進事業の実施（継続）（青少年課）

　　　②不妊治療給付事業助成の実施（継続）（こども未来課）

　　　③妊婦出産・不妊ほっとコールの運営（継続）（こども未来課）

　　　④府民健康づくり運動推進事業の実施（継続）（健康対策課）

　　　⑤がん予防対策事業の実施（継続）（健康対策課）

　　　⑥エイズ・肝炎等対策事業の実施（継続）（健康対策課）

　　　⑦子宮頸がん予防ワクチン接種事業費補助の実施（新規）（健康対策課）

　　　⑧医師確保対策事業の実施（継続）（医療課、府立医科大学）

　　　⑨看護職離職防止対策・再就業促進事業の実施（継続）（医療課）

　　　⑩救急勤務医・産科医等確保支援事業の実施（新規）（医療課）

９　条例第17条（推進体制の整備）

　ア　男女共同参画センターの機能の充実
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　　　①男女共同参画センター運営費の助成（継続）（男女共同参画課）

　　　②男女共同参画センターへの事業の委託（継続）（男女共同参画課）

　　　③男女共同参画センターにおける情報発信機能の強化（継続）（男女共同参画課）

　　　④男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤京都府内市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（継続）（男女共同参画課）
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　　　①男女共同参画センター運営費の助成（継続）（男女共同参画課）

　　　②男女共同参画センターへの事業の委託（継続）（男女共同参画課）

　　　③男女共同参画センターにおける情報発信機能の強化（継続）（男女共同参画課）

　　　④男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤京都府内市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（継続、再掲）（男女共同参画課）

　イ　地域づくり拠点の整備
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　　　①地域女性・わくわく支援事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………49

　　　①地域女性・わくわく支援事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　ウ　推進体制の整備
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　　　①男女共同参画審議会の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②男女共同参画推進本部の運営（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジネットワーク会議の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　④女性のための相談ネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤男女共同参画に関する意見交換会の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥市町村担当課長会議等の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画センター）（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府内市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（継続、再掲）（男女共同参画課）
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　　　③女性チャレンジネットワーク会議の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　④女性のための相談ネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤男女共同参画に関する意見交換会の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥市町村担当課長会議等の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画課センター（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府内市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（継続、再掲）（男女共同参画課）
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Ⅰ　条文別

１　条例第８条（積極的改善措置）

(1) 事業者及び府民の取組の支援

　ア　女性のチャレンジを支援する方策の策定

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性のチャレンジを支援する機運の醸成

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　ウ　女性のチャレンジを支援する取組の推進（情報提供、相談等の実施）

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課、貿易・商業課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦女性再就職支援コーナーの設置（継続）（総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 4

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦マザーズジョブカフェの設置・推進（新規）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

(2) 府における取組の推進

　ア　審議会等における女性委員の登用

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 6

　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 6

　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性職員の登用等（人事課）

　ウ　男性職員の育児休業取得等（給与厚生課、教職員課）

２　条例第9条（雇用の分野における男女共同参画の推進等）

(1) 事業者の取組の支援

　ア　調査研究の実施等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府若者の仕事と生活の調和に関するアンケートの実施（新規）（男女共同参画課）

　　　②第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　③民間企業の労働時間制度に関する調査の実施（継続）（労政課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　②高年齢者の雇用等に関する調査の実施（継続）（労政課）

　イ　機運の醸成等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府子育て支援表彰の実施（継続）（こども未来課）

　　　②認定職業訓練の指導援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　③地域における職業能力開発事業の推進援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　④職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤京都ものづくりフェアの開催（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥「京都の労働」の発行（継続）（労政課）

　　　⑦各種啓発誌のホームページ掲載（継続）（労政課）

　　　⑧「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続）（労政課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　①京都府子育て支援表彰の実施（継続）（こども未来課）

　　　②認定職業訓練の指導援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　③地域における職業能力開発事業の推進援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　④職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤京都ものづくりフェアの開催（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥「京都の労働」の発行（継続）（労政課）

　　　⑦各種啓発誌のホームページ掲載（継続）（労政課）

　　　⑧「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続）（男女共同参画課）

　ウ　相談窓口の整備

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　①女性労働相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③中小企業労働相談の実施（継続・一部新規）（労政課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………10

　　　①女性労働相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③中小企業労働相談の実施（継続）（労政課）

(2) 府における職業能力開発、再就職、起業支援策の推進

　ア　職業能力開発支援策の推進

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………10

　　　①ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②就職力ステップアップ講座（就職力パワーアップ講座）の実施（継続）（総合就業支援室）

　　　③在職者訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　④離職者向け短期職業訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤職業訓練支援制度の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥障害者自立就労支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………12

　　　①ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　③ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　④在職者訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤離職者向け短期職業訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥職業訓練支援制度の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑦障害者自立就労支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　イ　再就職支援策の推進

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………12

　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③母子家庭等自立支援センター事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　④職業技能訓練給付金支給事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑤福祉人材バンク事業の実施（継続）（介護・福祉事業課）

　　　⑥京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、一部再掲）（総合就業支援室）

　　　⑦母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施（継続）（ものづくり振興課）
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③アクションプラン「子育て期の多様な働き方モデル創造プラン」の策定（新規）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、こども未来課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤生活福祉相談・就労支援の強化（新規）（福祉・援護課）

　　　⑥母子家庭等自立支援センター事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑦職業技能訓練給付金支給事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑧母子家庭等緊急就職支援事業の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑨福祉人材バンク事業の実施（継続）（介護・福祉事業課）

　　　⑩京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、一部再掲）（総合就業支援室）

　　　⑪パーソナルサポートセンターの設置・推進（新規）（総合就業支援室）

　　　⑫ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　⑬新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施（新規）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総合就業支援室、ものづくり振興課、緊急経済・雇用対策課）

　　　⑭母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　ウ　起業支援策の推進
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジオフィスの運営（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑥京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、再掲）（総合就業支援室）

　　　⑦「起業家セミナー」の開催（継続）（ものづくり振興課）
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジオフィスの運営（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、再掲）（総合就業支援室）

　　　⑥「起業家セミナー」の開催（継続）（ものづくり振興課）

(3)ワーク・ライフ・バランスの推進

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………16

　　　①ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続）（男女共同参画課・労政課）

　　　②安心保育推進の検討（新規）（こども未来課）

　　　③「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続、再掲）（労政課）
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　　　①ワーク・ライフ・バランスの推進（継続）（男女共同参画課）

　　　②アクションプラン「子育て期の多様な働き方モデル創造プラン」の策定（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、こども未来課）

　　　③マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　④安心保育推進事業の実施（新規）（こども未来課、医療課）

　　　⑤「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

３　条例第10条（個人で営む事業における男女共同参画の推進）

　ア　農林水産業分野における取組
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　　　①ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施（継続）（担い手支援課）

　　　②農村女性育成事業の実施（継続、再掲）（研究普及ブランド課）

　　　③里力再生事業の実施（新規）（農村振興課）
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　　　①ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施（継続）（担い手支援課）

　　　②農村女性育成事業の実施（継続、再掲）（研究普及ブランド課）

　　　③里力再生事業の実施（継続）（農村振興課）

　イ　商工業分野における取組
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　　　①地域内職センター等設置運営事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施（継続）（産業労働総務課）

　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）　

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）
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　　　①地域内職センター等設置運営事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施（継続）（産業労働総務課）

　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）

４　条例第11条（家庭生活に関する支援）

　ア　保育・介護サービス等の充実
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　②地域子育て支援拠点事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④全国子育てひろば実践交流セミナーの開催（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センター整備事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑥地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④一時保育等助成事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥多様な保育サービス推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦子育て支援特別対策の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　②子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センターの開設（新規）（家庭支援課）

　　　⑥家庭支援充実強化対策の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑦地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤子育て支援特別対策の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥延長保育事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑧保育ママ支援事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑨きょうと子育て環境整備事業の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　　④地域周産期母子医療センター運営助成の実施（新規）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成等の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　　②子育て支援等福祉医療制度の充実検討（新規）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　④高齢者くらしのサポート事業の実施（新規）（高齢者支援課、福祉・援護課）

　イ　機運の醸成、相談窓口の整備
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ＫＹＯのあけぼの大学（子育て・両立支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　④ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続、再掲）（男女共同参画課、労政課）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続・一部新規）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（組替）（青少年課）

　　　⑦青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑨子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑩地域子育て支援拠点事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑭発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑮発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑯地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　⑰特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　⑱親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑲心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ワーク・ライフ・バランスの推進（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑦青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧生活福祉相談・就労支援の強化（新規、再掲）（福祉・援護課）

　　　⑨きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑩子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑭安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課、医療課）

　　　⑮きょうと婚活支援ネットワークづくり事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑯家庭支援充実強化対策の実施（新規、再掲）（家庭支援課）

　　　⑰在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑱発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑲発達障害児早期発見・早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑳ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）
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　　　⑤府民総合案内・相談センターの運営（継続）（府民総合案内・相談センター）

　イ　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、ＤＶ）の防止

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………39

　　　①配偶者等からの暴力相談窓口の設置（継続）（男女共同参画課、家庭支援課）

　　　②配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施（継続）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、住宅課）

　　　③「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④家庭支援総合センター整備事業の実施（継続、再掲）（家庭支援課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………40

　　　①配偶者等からの暴力相談窓口の設置（継続）（男女共同参画課、家庭支援課）

　　　②配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施（継続）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、住宅課）
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　　　⑤京都府内市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（継続、再掲）（男女共同参画課）
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　　　④女性のための相談ネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤男女共同参画に関する意見交換会の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥市町村担当課長会議等の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画センター）（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府内市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）
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　　　④女性のための相談ネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）
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Ⅰ　条文別

１　条例第８条（積極的改善措置）

(1) 事業者及び府民の取組の支援

　ア　女性のチャレンジを支援する方策の策定

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性のチャレンジを支援する機運の醸成

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　ウ　女性のチャレンジを支援する取組の推進（情報提供、相談等の実施）

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課、貿易・商業課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦女性再就職支援コーナーの設置（継続）（総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 4

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦マザーズジョブカフェの設置・推進（新規）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

(2) 府における取組の推進

　ア　審議会等における女性委員の登用
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　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）
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　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性職員の登用等（人事課）

　ウ　男性職員の育児休業取得等（給与厚生課、教職員課）

２　条例第9条（雇用の分野における男女共同参画の推進等）

(1) 事業者の取組の支援

　ア　調査研究の実施等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府若者の仕事と生活の調和に関するアンケートの実施（新規）（男女共同参画課）

　　　②第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　③民間企業の労働時間制度に関する調査の実施（継続）（労政課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　②高年齢者の雇用等に関する調査の実施（継続）（労政課）

　イ　機運の醸成等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府子育て支援表彰の実施（継続）（こども未来課）

　　　②認定職業訓練の指導援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　③地域における職業能力開発事業の推進援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　④職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤京都ものづくりフェアの開催（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥「京都の労働」の発行（継続）（労政課）

　　　⑦各種啓発誌のホームページ掲載（継続）（労政課）

　　　⑧「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続）（労政課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　①京都府子育て支援表彰の実施（継続）（こども未来課）

　　　②認定職業訓練の指導援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　③地域における職業能力開発事業の推進援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　④職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤京都ものづくりフェアの開催（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥「京都の労働」の発行（継続）（労政課）

　　　⑦各種啓発誌のホームページ掲載（継続）（労政課）

　　　⑧「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続）（男女共同参画課）

　ウ　相談窓口の整備

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　①女性労働相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③中小企業労働相談の実施（継続・一部新規）（労政課）
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　　　①女性労働相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③中小企業労働相談の実施（継続）（労政課）

(2) 府における職業能力開発、再就職、起業支援策の推進

　ア　職業能力開発支援策の推進
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　　　①ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②就職力ステップアップ講座（就職力パワーアップ講座）の実施（継続）（総合就業支援室）

　　　③在職者訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　④離職者向け短期職業訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤職業訓練支援制度の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥障害者自立就労支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）
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　　　①ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　③ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　④在職者訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤離職者向け短期職業訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥職業訓練支援制度の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑦障害者自立就労支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　イ　再就職支援策の推進
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③母子家庭等自立支援センター事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　④職業技能訓練給付金支給事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑤福祉人材バンク事業の実施（継続）（介護・福祉事業課）

　　　⑥京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、一部再掲）（総合就業支援室）

　　　⑦母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施（継続）（ものづくり振興課）
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③アクションプラン「子育て期の多様な働き方モデル創造プラン」の策定（新規）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、こども未来課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤生活福祉相談・就労支援の強化（新規）（福祉・援護課）

　　　⑥母子家庭等自立支援センター事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑦職業技能訓練給付金支給事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑧母子家庭等緊急就職支援事業の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑨福祉人材バンク事業の実施（継続）（介護・福祉事業課）

　　　⑩京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、一部再掲）（総合就業支援室）

　　　⑪パーソナルサポートセンターの設置・推進（新規）（総合就業支援室）

　　　⑫ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　⑬新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施（新規）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総合就業支援室、ものづくり振興課、緊急経済・雇用対策課）

　　　⑭母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　ウ　起業支援策の推進
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジオフィスの運営（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑥京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、再掲）（総合就業支援室）

　　　⑦「起業家セミナー」の開催（継続）（ものづくり振興課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………16

　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジオフィスの運営（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、再掲）（総合就業支援室）

　　　⑥「起業家セミナー」の開催（継続）（ものづくり振興課）

(3)ワーク・ライフ・バランスの推進
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　　　①ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続）（男女共同参画課・労政課）

　　　②安心保育推進の検討（新規）（こども未来課）

　　　③「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続、再掲）（労政課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………17

　　　①ワーク・ライフ・バランスの推進（継続）（男女共同参画課）

　　　②アクションプラン「子育て期の多様な働き方モデル創造プラン」の策定（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、こども未来課）

　　　③マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　④安心保育推進事業の実施（新規）（こども未来課、医療課）

　　　⑤「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

３　条例第10条（個人で営む事業における男女共同参画の推進）

　ア　農林水産業分野における取組
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　　　①ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施（継続）（担い手支援課）

　　　②農村女性育成事業の実施（継続、再掲）（研究普及ブランド課）

　　　③里力再生事業の実施（新規）（農村振興課）
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　　　①ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施（継続）（担い手支援課）

　　　②農村女性育成事業の実施（継続、再掲）（研究普及ブランド課）

　　　③里力再生事業の実施（継続）（農村振興課）

　イ　商工業分野における取組
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　　　①地域内職センター等設置運営事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施（継続）（産業労働総務課）

　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）　

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）
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　　　①地域内職センター等設置運営事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施（継続）（産業労働総務課）

　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）

４　条例第11条（家庭生活に関する支援）

　ア　保育・介護サービス等の充実
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　②地域子育て支援拠点事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④全国子育てひろば実践交流セミナーの開催（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センター整備事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑥地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④一時保育等助成事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥多様な保育サービス推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦子育て支援特別対策の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　②子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センターの開設（新規）（家庭支援課）

　　　⑥家庭支援充実強化対策の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑦地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤子育て支援特別対策の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥延長保育事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑧保育ママ支援事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑨きょうと子育て環境整備事業の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　　④地域周産期母子医療センター運営助成の実施（新規）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成等の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　　②子育て支援等福祉医療制度の充実検討（新規）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　④高齢者くらしのサポート事業の実施（新規）（高齢者支援課、福祉・援護課）

　イ　機運の醸成、相談窓口の整備
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ＫＹＯのあけぼの大学（子育て・両立支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　④ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続、再掲）（男女共同参画課、労政課）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続・一部新規）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（組替）（青少年課）

　　　⑦青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑨子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑩地域子育て支援拠点事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑭発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑮発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑯地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　⑰特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　⑱親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑲心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ワーク・ライフ・バランスの推進（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑦青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧生活福祉相談・就労支援の強化（新規、再掲）（福祉・援護課）

　　　⑨きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑩子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑭安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課、医療課）

　　　⑮きょうと婚活支援ネットワークづくり事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑯家庭支援充実強化対策の実施（新規、再掲）（家庭支援課）

　　　⑰在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑱発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑲発達障害児早期発見・早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑳ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）

　　　家庭教育支援基盤形成事業の実施（新規）（社会教育課）

５　条例第12条（京都における文化及び産業の振興）
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　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑦映画・映像人材育成事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑧古典の日関連事業の実施（新規）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）
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　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑦映画・映像人材育成事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑧古典の日関連事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）

６　条例第13条（府民等の活動の促進）

　ア　府民及び民間団体等の活動の促進
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　　　①府民力推進会議の運営（継続）（府民力推進課）

　　　②ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設（継続・一部新規）（府民力推進課）

　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑨地域団体育成事業の実施（継続）（男女共同参画課）
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　　　①府民力推進会議の運営（継続）（府民力推進課）

　　　②ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設（継続）（府民力推進課）

　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）
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Ⅰ　条文別

１　条例第８条（積極的改善措置）

(1) 事業者及び府民の取組の支援

　ア　女性のチャレンジを支援する方策の策定

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性のチャレンジを支援する機運の醸成

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　ウ　女性のチャレンジを支援する取組の推進（情報提供、相談等の実施）

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課、貿易・商業課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦女性再就職支援コーナーの設置（継続）（総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 4

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦マザーズジョブカフェの設置・推進（新規）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）
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　　　③マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）
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　　　⑤「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

３　条例第10条（個人で営む事業における男女共同参画の推進）

　ア　農林水産業分野における取組
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　　　②「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施（継続）（産業労働総務課）

　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）　

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）
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　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）

４　条例第11条（家庭生活に関する支援）

　ア　保育・介護サービス等の充実
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　②地域子育て支援拠点事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④全国子育てひろば実践交流セミナーの開催（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センター整備事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑥地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④一時保育等助成事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥多様な保育サービス推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦子育て支援特別対策の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　②子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センターの開設（新規）（家庭支援課）

　　　⑥家庭支援充実強化対策の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑦地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤子育て支援特別対策の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥延長保育事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑧保育ママ支援事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑨きょうと子育て環境整備事業の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　　④地域周産期母子医療センター運営助成の実施（新規）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成等の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　　②子育て支援等福祉医療制度の充実検討（新規）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　④高齢者くらしのサポート事業の実施（新規）（高齢者支援課、福祉・援護課）

　イ　機運の醸成、相談窓口の整備
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ＫＹＯのあけぼの大学（子育て・両立支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　④ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続、再掲）（男女共同参画課、労政課）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続・一部新規）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（組替）（青少年課）

　　　⑦青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑨子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑩地域子育て支援拠点事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑭発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑮発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑯地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　⑰特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　⑱親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑲心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ワーク・ライフ・バランスの推進（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑦青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧生活福祉相談・就労支援の強化（新規、再掲）（福祉・援護課）

　　　⑨きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑩子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑭安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課、医療課）

　　　⑮きょうと婚活支援ネットワークづくり事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑯家庭支援充実強化対策の実施（新規、再掲）（家庭支援課）

　　　⑰在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑱発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑲発達障害児早期発見・早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑳ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）

　　　家庭教育支援基盤形成事業の実施（新規）（社会教育課）

５　条例第12条（京都における文化及び産業の振興）
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　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑦映画・映像人材育成事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑧古典の日関連事業の実施（新規）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）
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　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑦映画・映像人材育成事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑧古典の日関連事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）

６　条例第13条（府民等の活動の促進）

　ア　府民及び民間団体等の活動の促進
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　　　①府民力推進会議の運営（継続）（府民力推進課）

　　　②ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設（継続・一部新規）（府民力推進課）

　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑨地域団体育成事業の実施（継続）（男女共同参画課）
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　　　①府民力推進会議の運営（継続）（府民力推進課）

　　　②ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設（継続）（府民力推進課）

　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑨地域団体育成事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　地域における男女共同参画の推進
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　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続、再掲）（府民力推進課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性国内交流事業（女性の船）の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④地域団体育成事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤地域女性・わくわく支援事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥里力再生事業の実施（新規、再掲）（農村振興課）

　　　⑦地域女性リーダー研修講座の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑧婦人教育会館主催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑨地域で支える学校教育推進事業の実施（新規）（社会教育課）
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　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続、再掲）（府民力推進課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性国内交流事業（女性の船）の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④地域団体育成事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤地域女性・わくわく支援事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥里力再生事業の実施（継続、再掲）（農村振興課）

　　　⑦地域女性リーダー研修講座の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑧地域で支える学校教育推進事業の実施（継続）（社会教育課）

７　条例第14条（性別による人権侵害の禁止）

　ア　性別による差別的取扱いの防止
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　　　①（財）世界人権問題研究センター運営助成の実施（継続）（企画総務課）

　　　②新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、

　　　　人権に関する各種啓発事業の実施（継続）（人権啓発推進室）

　　　③男女共同参画センター相談事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④府民相談、府民無料法律相談等の実施（継続）（府民総合案内・相談センター）

　　　⑤府民総合案内・相談センターの運営（継続）（府民総合案内・相談センター）
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　　　①（財）世界人権問題研究センター運営助成の実施（継続）（企画総務課）

　　　②新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、

　　　　人権に関する各種啓発事業の実施（継続）（人権啓発推進室）

　　　③男女共同参画センター相談事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④府民相談、府民無料法律相談等の実施（継続）（府民総合案内・相談センター）

　　　⑤府民総合案内・相談センターの運営（継続）（府民総合案内・相談センター）

　イ　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、ＤＶ）の防止

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………39

　　　①配偶者等からの暴力相談窓口の設置（継続）（男女共同参画課、家庭支援課）

　　　②配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施（継続）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、住宅課）

　　　③「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④家庭支援総合センター整備事業の実施（継続、再掲）（家庭支援課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………40

　　　①配偶者等からの暴力相談窓口の設置（継続）（男女共同参画課、家庭支援課）
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Ⅰ　条文別

１　条例第８条（積極的改善措置）

(1) 事業者及び府民の取組の支援

　ア　女性のチャレンジを支援する方策の策定

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性のチャレンジを支援する機運の醸成

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　ウ　女性のチャレンジを支援する取組の推進（情報提供、相談等の実施）
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　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課、貿易・商業課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦女性再就職支援コーナーの設置（継続）（総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 4

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦マザーズジョブカフェの設置・推進（新規）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

(2) 府における取組の推進

　ア　審議会等における女性委員の登用
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　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）
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　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性職員の登用等（人事課）

　ウ　男性職員の育児休業取得等（給与厚生課、教職員課）

２　条例第9条（雇用の分野における男女共同参画の推進等）

(1) 事業者の取組の支援

　ア　調査研究の実施等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府若者の仕事と生活の調和に関するアンケートの実施（新規）（男女共同参画課）

　　　②第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　③民間企業の労働時間制度に関する調査の実施（継続）（労政課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　②高年齢者の雇用等に関する調査の実施（継続）（労政課）

　イ　機運の醸成等
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　　　①京都府子育て支援表彰の実施（継続）（こども未来課）

　　　②認定職業訓練の指導援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　③地域における職業能力開発事業の推進援助（継続）（ものづくり振興課）
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　　　⑥青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（組替）（青少年課）

　　　⑦青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑨子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑩地域子育て支援拠点事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑭発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑮発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑯地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　⑰特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　⑱親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑲心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）
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　　　③ワーク・ライフ・バランスの推進（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑦青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧生活福祉相談・就労支援の強化（新規、再掲）（福祉・援護課）

　　　⑨きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑩子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑭安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課、医療課）

　　　⑮きょうと婚活支援ネットワークづくり事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑯家庭支援充実強化対策の実施（新規、再掲）（家庭支援課）

　　　⑰在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑱発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑲発達障害児早期発見・早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑳ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）

　　　家庭教育支援基盤形成事業の実施（新規）（社会教育課）

５　条例第12条（京都における文化及び産業の振興）
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　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑦映画・映像人材育成事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑧古典の日関連事業の実施（新規）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）
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　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）
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　　　⑧古典の日関連事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）

６　条例第13条（府民等の活動の促進）

　ア　府民及び民間団体等の活動の促進
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　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑨地域団体育成事業の実施（継続）（男女共同参画課）
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　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑨地域団体育成事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　地域における男女共同参画の推進
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　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続、再掲）（府民力推進課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性国内交流事業（女性の船）の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④地域団体育成事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤地域女性・わくわく支援事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥里力再生事業の実施（新規、再掲）（農村振興課）

　　　⑦地域女性リーダー研修講座の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑧婦人教育会館主催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑨地域で支える学校教育推進事業の実施（新規）（社会教育課）
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　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性国内交流事業（女性の船）の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④地域団体育成事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤地域女性・わくわく支援事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥里力再生事業の実施（継続、再掲）（農村振興課）

　　　⑦地域女性リーダー研修講座の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑧地域で支える学校教育推進事業の実施（継続）（社会教育課）

７　条例第14条（性別による人権侵害の禁止）

　ア　性別による差別的取扱いの防止
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　　　①（財）世界人権問題研究センター運営助成の実施（継続）（企画総務課）

　　　②新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、

　　　　人権に関する各種啓発事業の実施（継続）（人権啓発推進室）

　　　③男女共同参画センター相談事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④府民相談、府民無料法律相談等の実施（継続）（府民総合案内・相談センター）

　　　⑤府民総合案内・相談センターの運営（継続）（府民総合案内・相談センター）
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　イ　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、ＤＶ）の防止
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、住宅課）

　　　③「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④家庭支援総合センター整備事業の実施（継続、再掲）（家庭支援課）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、住宅課）

　　　③「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④家庭支援総合センターの開設（新規、再掲）（家庭支援課）

　　　⑤南部及び北部家庭支援センターの整備（新規）（家庭支援課）

　ウ　セクシュアル・ハラスメントの防止
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　　　②中小企業労働相談の実施（継続、再掲）（労政課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………41

　　　①女性労働相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②中小企業労働相談の実施（継続、再掲）（労政課）
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　　　①犯罪被害者等支援活動事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課、警察本部警務課）

８　条例第16条（府民等の理解を深めるための措置）

　ア　広報・啓発の推進
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　イ　教育・学習の充実
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　　　①明るい選挙推進事業の実施（継続）（自治振興課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③情報提供事業の実施（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）
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　　　⑤スポーツ指導者育成事業の実施（継続）（スポーツ生涯学習室）

　　　⑥京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業の実施（継続）（スポーツ生涯学習室）

　　　⑦スポーツ振興事業の実施（継続）（スポーツ生涯学習室）

　　　⑧人権教育の推進（継続）（学校教育課）

　　　⑨豊かな心を育てる教育推進事業（京の子ども夢・未来体験活動推進事業）の実施（継続）（学校教育課）

　　　⑩地域女性リーダー研修講座の実施（継続、再掲）（社会教育課）

　ウ　その他の措置の実施
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　　　⑤がん予防対策事業の実施（継続）（健康対策課）

　　　⑥エイズ・肝炎等対策事業の実施（継続）（健康対策課）

　　　⑦医師確保対策事業の実施（継続）（医療課、府立医科大学）

　　　⑧看護職離職防止対策・再就業促進事業の実施（継続）（医療課）
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　　　②不妊治療給付事業助成の実施（継続）（こども未来課）

　　　③妊婦出産・不妊ほっとコールの運営（継続）（こども未来課）

　　　④府民健康づくり運動推進事業の実施（継続）（健康対策課）

　　　⑤がん予防対策事業の実施（継続）（健康対策課）

　　　⑥エイズ・肝炎等対策事業の実施（継続）（健康対策課）

　　　⑦子宮頸がん予防ワクチン接種事業費補助の実施（新規）（健康対策課）

　　　⑧医師確保対策事業の実施（継続）（医療課、府立医科大学）

　　　⑨看護職離職防止対策・再就業促進事業の実施（継続）（医療課）

　　　⑩救急勤務医・産科医等確保支援事業の実施（新規）（医療課）

９　条例第17条（推進体制の整備）

　ア　男女共同参画センターの機能の充実
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　　　③男女共同参画センターにおける情報発信機能の強化（継続）（男女共同参画課）

　　　④男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤京都府内市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（継続、再掲）（男女共同参画課）

　イ　地域づくり拠点の整備
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　　　③女性チャレンジネットワーク会議の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　④女性のための相談ネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤男女共同参画に関する意見交換会の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥市町村担当課長会議等の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画センター）（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府内市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）
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Ⅰ　条文別

１　条例第８条（積極的改善措置）

(1) 事業者及び府民の取組の支援

　ア　女性のチャレンジを支援する方策の策定

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性のチャレンジを支援する機運の醸成

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　ウ　女性のチャレンジを支援する取組の推進（情報提供、相談等の実施）

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課、貿易・商業課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦女性再就職支援コーナーの設置（継続）（総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 4

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦マザーズジョブカフェの設置・推進（新規）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

(2) 府における取組の推進

　ア　審議会等における女性委員の登用

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 6

　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 6

　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性職員の登用等（人事課）

　ウ　男性職員の育児休業取得等（給与厚生課、教職員課）

２　条例第9条（雇用の分野における男女共同参画の推進等）

(1) 事業者の取組の支援

　ア　調査研究の実施等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府若者の仕事と生活の調和に関するアンケートの実施（新規）（男女共同参画課）

　　　②第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　③民間企業の労働時間制度に関する調査の実施（継続）（労政課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　②高年齢者の雇用等に関する調査の実施（継続）（労政課）

　イ　機運の醸成等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府子育て支援表彰の実施（継続）（こども未来課）

　　　②認定職業訓練の指導援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　③地域における職業能力開発事業の推進援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　④職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤京都ものづくりフェアの開催（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥「京都の労働」の発行（継続）（労政課）

　　　⑦各種啓発誌のホームページ掲載（継続）（労政課）

　　　⑧「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続）（労政課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　①京都府子育て支援表彰の実施（継続）（こども未来課）

　　　②認定職業訓練の指導援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　③地域における職業能力開発事業の推進援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　④職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤京都ものづくりフェアの開催（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥「京都の労働」の発行（継続）（労政課）

　　　⑦各種啓発誌のホームページ掲載（継続）（労政課）

　　　⑧「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続）（男女共同参画課）

　ウ　相談窓口の整備

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　①女性労働相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③中小企業労働相談の実施（継続・一部新規）（労政課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………10

　　　①女性労働相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③中小企業労働相談の実施（継続）（労政課）

(2) 府における職業能力開発、再就職、起業支援策の推進

　ア　職業能力開発支援策の推進
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　　　①ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②就職力ステップアップ講座（就職力パワーアップ講座）の実施（継続）（総合就業支援室）

　　　③在職者訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　④離職者向け短期職業訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤職業訓練支援制度の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥障害者自立就労支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）
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　　　①ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　③ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　④在職者訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤離職者向け短期職業訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥職業訓練支援制度の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑦障害者自立就労支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　イ　再就職支援策の推進
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③母子家庭等自立支援センター事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　④職業技能訓練給付金支給事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑤福祉人材バンク事業の実施（継続）（介護・福祉事業課）

　　　⑥京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、一部再掲）（総合就業支援室）

　　　⑦母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施（継続）（ものづくり振興課）
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③アクションプラン「子育て期の多様な働き方モデル創造プラン」の策定（新規）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、こども未来課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤生活福祉相談・就労支援の強化（新規）（福祉・援護課）

　　　⑥母子家庭等自立支援センター事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑦職業技能訓練給付金支給事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑧母子家庭等緊急就職支援事業の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑨福祉人材バンク事業の実施（継続）（介護・福祉事業課）

　　　⑩京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、一部再掲）（総合就業支援室）

　　　⑪パーソナルサポートセンターの設置・推進（新規）（総合就業支援室）

　　　⑫ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　⑬新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施（新規）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総合就業支援室、ものづくり振興課、緊急経済・雇用対策課）

　　　⑭母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　ウ　起業支援策の推進
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジオフィスの運営（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑥京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、再掲）（総合就業支援室）

　　　⑦「起業家セミナー」の開催（継続）（ものづくり振興課）
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　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジオフィスの運営（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、再掲）（総合就業支援室）

　　　⑥「起業家セミナー」の開催（継続）（ものづくり振興課）

(3)ワーク・ライフ・バランスの推進
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　　　①ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続）（男女共同参画課・労政課）

　　　②安心保育推進の検討（新規）（こども未来課）

　　　③「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続、再掲）（労政課）
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　　　①ワーク・ライフ・バランスの推進（継続）（男女共同参画課）

　　　②アクションプラン「子育て期の多様な働き方モデル創造プラン」の策定（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、こども未来課）

　　　③マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　④安心保育推進事業の実施（新規）（こども未来課、医療課）

　　　⑤「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

３　条例第10条（個人で営む事業における男女共同参画の推進）

　ア　農林水産業分野における取組

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………18

　　　①ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施（継続）（担い手支援課）

　　　②農村女性育成事業の実施（継続、再掲）（研究普及ブランド課）

　　　③里力再生事業の実施（新規）（農村振興課）
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　　　①ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施（継続）（担い手支援課）

　　　②農村女性育成事業の実施（継続、再掲）（研究普及ブランド課）

　　　③里力再生事業の実施（継続）（農村振興課）

　イ　商工業分野における取組
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　　　①地域内職センター等設置運営事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施（継続）（産業労働総務課）

　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）　

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………20

　　　①地域内職センター等設置運営事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施（継続）（産業労働総務課）

　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）

４　条例第11条（家庭生活に関する支援）

　ア　保育・介護サービス等の充実
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　②地域子育て支援拠点事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④全国子育てひろば実践交流セミナーの開催（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センター整備事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑥地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④一時保育等助成事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥多様な保育サービス推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦子育て支援特別対策の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　②子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センターの開設（新規）（家庭支援課）

　　　⑥家庭支援充実強化対策の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑦地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤子育て支援特別対策の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥延長保育事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑧保育ママ支援事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑨きょうと子育て環境整備事業の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　　④地域周産期母子医療センター運営助成の実施（新規）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成等の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　　②子育て支援等福祉医療制度の充実検討（新規）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　④高齢者くらしのサポート事業の実施（新規）（高齢者支援課、福祉・援護課）

　イ　機運の醸成、相談窓口の整備
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ＫＹＯのあけぼの大学（子育て・両立支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　④ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続、再掲）（男女共同参画課、労政課）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続・一部新規）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（組替）（青少年課）

　　　⑦青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑨子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑩地域子育て支援拠点事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑭発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑮発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑯地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　⑰特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　⑱親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑲心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ワーク・ライフ・バランスの推進（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑦青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧生活福祉相談・就労支援の強化（新規、再掲）（福祉・援護課）

　　　⑨きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑩子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑭安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課、医療課）

　　　⑮きょうと婚活支援ネットワークづくり事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑯家庭支援充実強化対策の実施（新規、再掲）（家庭支援課）

　　　⑰在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑱発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑲発達障害児早期発見・早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑳ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）

　　　家庭教育支援基盤形成事業の実施（新規）（社会教育課）

５　条例第12条（京都における文化及び産業の振興）
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　　　④女性のための相談ネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤男女共同参画に関する意見交換会の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥市町村担当課長会議等の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画センター）（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府内市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（継続、再掲）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………51

　　　①男女共同参画審議会の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②男女共同参画推進本部の運営（継続、再掲）（男女共同参画課）
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　　　④女性のための相談ネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）
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　　　⑧京都府内市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）
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Ⅰ　条文別

１　条例第８条（積極的改善措置）

(1) 事業者及び府民の取組の支援

　ア　女性のチャレンジを支援する方策の策定

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性のチャレンジを支援する機運の醸成

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 1

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）

　　　③京都府あけぼの賞の授与（継続）（男女共同参画課）

　ウ　女性のチャレンジを支援する取組の推進（情報提供、相談等の実施）

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 2

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課、貿易・商業課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦女性再就職支援コーナーの設置（継続）（総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 4

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続）（府民力推進課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　④ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑤女性チャレンジオフィスの運営（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続）（男女共同参画課）

　　　⑦マザーズジョブカフェの設置・推進（新規）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑧農村女性育成事業の実施（継続）（研究普及ブランド課）

(2) 府における取組の推進

　ア　審議会等における女性委員の登用

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 6

　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 6

　　　①男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性情報ネットワーク事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　女性職員の登用等（人事課）

　ウ　男性職員の育児休業取得等（給与厚生課、教職員課）

２　条例第9条（雇用の分野における男女共同参画の推進等）

(1) 事業者の取組の支援

　ア　調査研究の実施等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府若者の仕事と生活の調和に関するアンケートの実施（新規）（男女共同参画課）

　　　②第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　③民間企業の労働時間制度に関する調査の実施（継続）（労政課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①第８次府職業能力開発計画の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　②高年齢者の雇用等に関する調査の実施（継続）（労政課）

　イ　機運の醸成等

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 7

　　　①京都府子育て支援表彰の実施（継続）（こども未来課）

　　　②認定職業訓練の指導援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　③地域における職業能力開発事業の推進援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　④職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤京都ものづくりフェアの開催（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥「京都の労働」の発行（継続）（労政課）

　　　⑦各種啓発誌のホームページ掲載（継続）（労政課）

　　　⑧「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続）（労政課）

　【平成22年度実施状況】…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　①京都府子育て支援表彰の実施（継続）（こども未来課）

　　　②認定職業訓練の指導援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　③地域における職業能力開発事業の推進援助（継続）（ものづくり振興課）

　　　④職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤京都ものづくりフェアの開催（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥「京都の労働」の発行（継続）（労政課）

　　　⑦各種啓発誌のホームページ掲載（継続）（労政課）

　　　⑧「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続）（男女共同参画課）

　ウ　相談窓口の整備

　【平成21年度実施結果】…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　①女性労働相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③中小企業労働相談の実施（継続・一部新規）（労政課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………10

　　　①女性労働相談の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③中小企業労働相談の実施（継続）（労政課）

(2) 府における職業能力開発、再就職、起業支援策の推進

　ア　職業能力開発支援策の推進

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………10

　　　①ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②就職力ステップアップ講座（就職力パワーアップ講座）の実施（継続）（総合就業支援室）

　　　③在職者訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　④離職者向け短期職業訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤職業訓練支援制度の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥障害者自立就労支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………12

　　　①ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　③ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　④在職者訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑤離職者向け短期職業訓練等の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥職業訓練支援制度の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑦障害者自立就労支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　イ　再就職支援策の推進

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………12

　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③母子家庭等自立支援センター事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　④職業技能訓練給付金支給事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑤福祉人材バンク事業の実施（継続）（介護・福祉事業課）

　　　⑥京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、一部再掲）（総合就業支援室）

　　　⑦母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………14

　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③アクションプラン「子育て期の多様な働き方モデル創造プラン」の策定（新規）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、こども未来課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤生活福祉相談・就労支援の強化（新規）（福祉・援護課）

　　　⑥母子家庭等自立支援センター事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑦職業技能訓練給付金支給事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑧母子家庭等緊急就職支援事業の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑨福祉人材バンク事業の実施（継続）（介護・福祉事業課）

　　　⑩京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、一部再掲）（総合就業支援室）

　　　⑪パーソナルサポートセンターの設置・推進（新規）（総合就業支援室）

　　　⑫ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　⑬新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施（新規）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総合就業支援室、ものづくり振興課、緊急経済・雇用対策課）

　　　⑭母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　ウ　起業支援策の推進

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………15

　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジオフィスの運営（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進（（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑥京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、再掲）（総合就業支援室）

　　　⑦「起業家セミナー」の開催（継続）（ものづくり振興課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………16

　　　①女性チャレンジ相談の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③女性チャレンジオフィスの運営（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤京都ジョブパーク事業の実施（継続・一部新規、再掲）（総合就業支援室）

　　　⑥「起業家セミナー」の開催（継続）（ものづくり振興課）

(3)ワーク・ライフ・バランスの推進

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………16

　　　①ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続）（男女共同参画課・労政課）

　　　②安心保育推進の検討（新規）（こども未来課）

　　　③「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続、再掲）（労政課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………17

　　　①ワーク・ライフ・バランスの推進（継続）（男女共同参画課）

　　　②アクションプラン「子育て期の多様な働き方モデル創造プラン」の策定（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、こども未来課）

　　　③マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　④安心保育推進事業の実施（新規）（こども未来課、医療課）

　　　⑤「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

３　条例第10条（個人で営む事業における男女共同参画の推進）

　ア　農林水産業分野における取組
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　　　①ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施（継続）（担い手支援課）

　　　②農村女性育成事業の実施（継続、再掲）（研究普及ブランド課）

　　　③里力再生事業の実施（新規）（農村振興課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………18

　　　①ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施（継続）（担い手支援課）

　　　②農村女性育成事業の実施（継続、再掲）（研究普及ブランド課）

　　　③里力再生事業の実施（継続）（農村振興課）

　イ　商工業分野における取組
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　　　①地域内職センター等設置運営事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施（継続）（産業労働総務課）

　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）　

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）
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　　　①地域内職センター等設置運営事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施（継続）（産業労働総務課）

　　　③「創業・経営承継支援融資」の実施（継続）（経営支援課）

　　　④地域ビジネスサポート推進事業の実施（継続）（経営支援課）

　　　⑤京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施（継続）（ものづくり振興課）

　　　⑥商店街チャレンジ支援事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　　⑦魅力ある商店街づくり推進事業の実施（継続）（貿易・商業課）

４　条例第11条（家庭生活に関する支援）

　ア　保育・介護サービス等の充実
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　②地域子育て支援拠点事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④全国子育てひろば実践交流セミナーの開催（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センター整備事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑥地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④一時保育等助成事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥多様な保育サービス推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦子育て支援特別対策の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　②子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センターの開設（新規）（家庭支援課）

　　　⑥家庭支援充実強化対策の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑦地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤子育て支援特別対策の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥延長保育事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑧保育ママ支援事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑨きょうと子育て環境整備事業の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　　④地域周産期母子医療センター運営助成の実施（新規）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成等の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　　②子育て支援等福祉医療制度の充実検討（新規）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　④高齢者くらしのサポート事業の実施（新規）（高齢者支援課、福祉・援護課）

　イ　機運の醸成、相談窓口の整備
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ＫＹＯのあけぼの大学（子育て・両立支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　④ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続、再掲）（男女共同参画課、労政課）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続・一部新規）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（組替）（青少年課）

　　　⑦青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑨子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑩地域子育て支援拠点事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑭発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑮発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑯地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　⑰特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　⑱親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑲心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ワーク・ライフ・バランスの推進（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑦青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧生活福祉相談・就労支援の強化（新規、再掲）（福祉・援護課）

　　　⑨きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑩子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑭安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課、医療課）

　　　⑮きょうと婚活支援ネットワークづくり事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑯家庭支援充実強化対策の実施（新規、再掲）（家庭支援課）

　　　⑰在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑱発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑲発達障害児早期発見・早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑳ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）

　　　家庭教育支援基盤形成事業の実施（新規）（社会教育課）

５　条例第12条（京都における文化及び産業の振興）
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　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑦映画・映像人材育成事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑧古典の日関連事業の実施（新規）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………32

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑦映画・映像人材育成事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑧古典の日関連事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）

６　条例第13条（府民等の活動の促進）

　ア　府民及び民間団体等の活動の促進
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　　　①府民力推進会議の運営（継続）（府民力推進課）

　　　②ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設（継続・一部新規）（府民力推進課）

　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑨地域団体育成事業の実施（継続）（男女共同参画課）
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　　　①府民力推進会議の運営（継続）（府民力推進課）

　　　②ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設（継続）（府民力推進課）

　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑨地域団体育成事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　地域における男女共同参画の推進
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Ⅰ　条文別
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４　条例第11条（家庭生活に関する支援）

　ア　保育・介護サービス等の充実
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　　　②地域子育て支援拠点事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④全国子育てひろば実践交流セミナーの開催（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センター整備事業の実施（継続）（家庭支援課）

　　　⑥地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④一時保育等助成事業の実施（継続）（こども未来課）
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　　　⑦子育て支援特別対策の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実
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　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）
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　　(ア) 子育て支援の拠点の整備

　　　①マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　②子育てサポートセンター事業の実施（継続）（文教課、こども未来課）

　　　③「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑤家庭支援総合センターの開設（新規）（家庭支援課）

　　　⑥家庭支援充実強化対策の実施（新規）（家庭支援課）

　　　⑦地域子育てステーション事業の実施（継続）（貿易・商業課）

　　(イ) 多様な保育サービスの実施

　　　①保育ルーム設置促進事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　②私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施（継続）（文教課）

　　　③乳児保育促進事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　④休日保育事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑤子育て支援特別対策の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑥延長保育事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑦安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑧保育ママ支援事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑨きょうと子育て環境整備事業の実施（新規）（こども未来課）

　　(ウ) 周産期医療体制等の充実

　　　①総合周産期母子医療センター運営助成の実施（継続）（医療課）

　　　②周産期医療システム運営の実施（継続）（医療課）

　　　③小児救急医療体制整備事業の実施（継続）（医療課）

　　　④地域周産期母子医療センター運営助成の実施（新規）（医療課）

　　(エ) 子育て支援医療費助成等の実施

　　　①子育て支援医療費助成事業の実施（継続）（医療企画課）

　　　②子育て支援等福祉医療制度の充実検討（新規）（医療企画課）

　　(オ) 介護保険制度など高齢者健康福祉施策の円滑な推進

　　　①在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続）（医療課）

　　　②老人福祉施設整備費補助の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　③きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施（継続）（高齢者支援課）

　　　④高齢者くらしのサポート事業の実施（新規）（高齢者支援課、福祉・援護課）

　イ　機運の醸成、相談窓口の整備
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ＫＹＯのあけぼの大学（子育て・両立支援講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　④ワーク・ライフ・バランス推進の検討（継続、再掲）（男女共同参画課、労政課）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続・一部新規）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（組替）（青少年課）

　　　⑦青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑨子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑩地域子育て支援拠点事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑭発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑮発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑯地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　⑰特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　⑱親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑲心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）
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　　　①子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施（継続）（安心・安全まちづくり推進課）

　　　②男女共同参画センター相談事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　③ワーク・ライフ・バランスの推進（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④マザーズジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

　　　⑤青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施（継続）（青少年課、障害者支援課）

　　　⑥青少年元気な活動支援事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑦青少年すこやか体験活動サポート事業の実施（継続）（青少年課）

　　　⑧生活福祉相談・就労支援の強化（新規、再掲）（福祉・援護課）

　　　⑨きょうと子育て応援パスポート事業の実施（継続）（こども未来課）

　　　⑩子育てサポートセンター事業の実施（継続、再掲）（文教課、こども未来課）

　　　⑪「のびのび育つ」こども応援事業の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑫京都府子育て支援表彰の実施（継続、再掲）（こども未来課）

　　　⑬子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課）

　　　⑭安心保育推進事業の実施（新規、再掲）（こども未来課、医療課）

　　　⑮きょうと婚活支援ネットワークづくり事業の実施（新規）（こども未来課）

　　　⑯家庭支援充実強化対策の実施（新規、再掲）（家庭支援課）

　　　⑰在宅医療連携体制整備推進事業の実施（継続、再掲）（医療課）

　　　⑱発達障害者支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑲発達障害児早期発見・早期療育支援事業の実施（継続）（障害者支援課）

　　　⑳ライフ＆ジョブカフェの設置・推進（新規、再掲）（総合就業支援室、ものづくり振興課）

　　　地域子育てステーション事業の実施（継続、再掲）（貿易・商業課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施（継続）（住宅課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施（継続）（社会教育課）

　　　家庭教育支援基盤形成事業の実施（新規）（社会教育課）

５　条例第12条（京都における文化及び産業の振興）
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　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑦映画・映像人材育成事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑧古典の日関連事業の実施（新規）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………32

　　　①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　②京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　③新たな文化マーケット創出事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　④国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑤京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑥こころの未来育み事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑦映画・映像人材育成事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑧古典の日関連事業の実施（継続）（文化芸術室）

　　　⑨「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進（継続）（国民文化祭準備課）

　　　⑩京都ものづくりフェアの開催（継続、再掲）（ものづくり振興課）

　　　⑪農林水産フェスティバルの開催（継続）（研究普及ブランド課）

６　条例第13条（府民等の活動の促進）

　ア　府民及び民間団体等の活動の促進

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………34

　　　①府民力推進会議の運営（継続）（府民力推進課）

　　　②ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設（継続・一部新規）（府民力推進課）

　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（新規）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑨地域団体育成事業の実施（継続）（男女共同参画課）
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　　　①府民力推進会議の運営（継続）（府民力推進課）

　　　②ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設（継続）（府民力推進課）

　　　③ＮＰＯと行政等との交流事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　④「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営（継続）（府民力推進課）

　　　⑤京都地域創造ファンド推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑥「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施（継続）（府民力推進課）

　　　⑦ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑧京都府あけぼの賞の授与（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑨地域団体育成事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　イ　地域における男女共同参画の推進

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………36

　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続、再掲）（府民力推進課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性国内交流事業（女性の船）の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④地域団体育成事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤地域女性・わくわく支援事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥里力再生事業の実施（新規、再掲）（農村振興課）

　　　⑦地域女性リーダー研修講座の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑧婦人教育会館主催事業の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑨地域で支える学校教育推進事業の実施（新規）（社会教育課）
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　　　①地域力再生プロジェクトの推進（継続、再掲）（府民力推進課）

　　　②ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催（継続）（男女共同参画課）

　　　③女性国内交流事業（女性の船）の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④地域団体育成事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　⑤地域女性・わくわく支援事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　⑥里力再生事業の実施（継続、再掲）（農村振興課）

　　　⑦地域女性リーダー研修講座の実施（継続）（社会教育課）

　　　⑧地域で支える学校教育推進事業の実施（継続）（社会教育課）

７　条例第14条（性別による人権侵害の禁止）

　ア　性別による差別的取扱いの防止
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　　　①（財）世界人権問題研究センター運営助成の実施（継続）（企画総務課）

　　　②新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、

　　　　人権に関する各種啓発事業の実施（継続）（人権啓発推進室）

　　　③男女共同参画センター相談事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④府民相談、府民無料法律相談等の実施（継続）（府民総合案内・相談センター）

　　　⑤府民総合案内・相談センターの運営（継続）（府民総合案内・相談センター）
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　　　①（財）世界人権問題研究センター運営助成の実施（継続）（企画総務課）

　　　②新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、

　　　　人権に関する各種啓発事業の実施（継続）（人権啓発推進室）

　　　③男女共同参画センター相談事業の実施（継続、再掲）（男女共同参画課）

　　　④府民相談、府民無料法律相談等の実施（継続）（府民総合案内・相談センター）

　　　⑤府民総合案内・相談センターの運営（継続）（府民総合案内・相談センター）

　イ　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、ＤＶ）の防止

　【平成21年度実施結果】……………………………………………………………………………………………………39

　　　①配偶者等からの暴力相談窓口の設置（継続）（男女共同参画課、家庭支援課）

　　　②配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施（継続）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、住宅課）

　　　③「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業の実施（継続）（男女共同参画課）

　　　④家庭支援総合センター整備事業の実施（継続、再掲）（家庭支援課）

　【平成22年度実施状況】……………………………………………………………………………………………………40

　　　①配偶者等からの暴力相談窓口の設置（継続）（男女共同参画課、家庭支援課）

　　　②配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施（継続）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画課、家庭支援課、住宅課）
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　　　府民総合案内・相談センターの運営…………………………………………………………………………………38

　【平成22年度施策】

　（男女共同参画課）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　アクションプラン「子育て期の多様な働き方創造プラン」の策定………………………………………………14

５　文化環境部

　【平成21年度施策】

　（文化芸術室）

　　　新たな文化マーケット創出事業の実施………………………………………………………………………………30

　　　国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施……………………………………………………………………30

　　　京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施……………………………………………………………30

　　　こころの未来育み事業の実施…………………………………………………………………………………………31

　　　映画・映像人材育成事業の実施………………………………………………………………………………………31

　　　古典の日関連事業の実施………………………………………………………………………………………………31

　（スポーツ生涯学習室）

　　　生涯学習総合推進事業の実施…………………………………………………………………………………………43

　　　スポーツ指導者育成事業の実施………………………………………………………………………………………43

　　　京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業の実施…………………………………………………………44

　　　スポーツ振興事業の実施………………………………………………………………………………………………44

　（文教課）

　　　子育てサポートセンター事業の実施…………………………………………………………………………………21

　　　私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施…………………………………………………………………………22

　（国民文化祭準備課）

　　　「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進…………………………………………………………………32

６　健康福祉部

　【平成21年度施策】

　（こども未来課）

　　　京都府子育て支援表彰の実施………………………………………………………………………………………… 7

　　　安心保育推進の検討……………………………………………………………………………………………………16

　　　子育てサポートセンター事業の実施…………………………………………………………………………………21

　　　地域子育て支援拠点事業の実施………………………………………………………………………………………21

　　　「のびのび育つ」こども応援事業の実施……………………………………………………………………………21

　　　全国子育てひろば実践交流セミナーの開催…………………………………………………………………………21

　　　乳児保育促進事業の実施………………………………………………………………………………………………22

　　　一時保育等助成事業の実施……………………………………………………………………………………………22

　　　休日保育事業の実施……………………………………………………………………………………………………22

　　　多様な保育サービス推進事業の実施…………………………………………………………………………………22

　　　子育て支援特別対策の実施……………………………………………………………………………………………22

　　　きょうと子育て応援パスポート事業の実施…………………………………………………………………………27

　　　不妊治療給付事業助成の実施…………………………………………………………………………………………45

　　　妊婦出産・不妊ほっとコールの運営…………………………………………………………………………………45

　（家庭支援課）

　　　母子家庭等自立支援センター事業の実施……………………………………………………………………………12

　　　職業技能訓練給付金支給事業の実施…………………………………………………………………………………13

　　　家庭支援総合センター整備事業の実施………………………………………………………………………………21

　　　配偶者等からの暴力相談窓口の設置…………………………………………………………………………………39

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

　（健康対策課）

　　　府民健康づくり運動推進事業の実施…………………………………………………………………………………45

　　　がん予防対策事業の実施………………………………………………………………………………………………46

　　　エイズ・肝炎等対策事業の実施………………………………………………………………………………………46

　（医療課）

　　　総合周産期母子医療センター運営助成の実施………………………………………………………………………23

　　　周産期医療システム運営の実施………………………………………………………………………………………23

　　　小児救急医療体制整備事業の実施……………………………………………………………………………………23

　　　在宅医療連携体制整備推進事業の実施………………………………………………………………………………23

　　　医師確保対策事業の実施………………………………………………………………………………………………46

　　　看護職離職防止対策・再就業促進事業の実施………………………………………………………………………46

　（介護・福祉事業課）

　　　福祉人材バンク事業の実施……………………………………………………………………………………………13

　（障害者支援課）

　　　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施……………………………………………………………………27

　　　発達障害者支援事業の実施……………………………………………………………………………………………28

　　　発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施……………………………………………………………………28

　（高齢者支援課）

　　　老人福祉施設整備費補助の実施………………………………………………………………………………………24

　　　きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施………………………………………………………………………………24

　（医療企画課）

　　　子育て支援医療費助成事業の実施……………………………………………………………………………………23

　【平成22年度施策】

　（高齢者支援課）

　　　高齢者くらしのサポート事業の実施…………………………………………………………………………………26

　（医療企画課）

　　　子育て支援等福祉医療制度の充実検討………………………………………………………………………………25

　（福祉・援護課）

　　　生活福祉相談・就労支援の強化………………………………………………………………………………………14

　　　高齢者くらしのサポート事業の実施…………………………………………………………………………………26

　（こども未来課）

　　　安心保育推進事業の実施………………………………………………………………………………………………17

　　　子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施………………………………………………………………………24

　　　延長保育事業の実施……………………………………………………………………………………………………25

　　　保育ママ支援事業の実施………………………………………………………………………………………………25

　　　きょうと子育て環境整備事業の実施…………………………………………………………………………………25

　　　きょうと婚活支援ネットワークづくり推進事業の実施……………………………………………………………29

　（家庭支援課）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　母子家庭等緊急就職支援事業の実施…………………………………………………………………………………14

　　　家庭支援総合センターの開設…………………………………………………………………………………………24

　　　家庭支援充実強化対策の実施…………………………………………………………………………………………24

　　　南部及び北部家庭支援センターの整備………………………………………………………………………………40

　（健康対策課）

　　　子宮頸がん予防ワクチン接種事業費補助の実施……………………………………………………………………47

　（医療課）

　　　安心保育推進事業の実施………………………………………………………………………………………………17

　　　地域周産期母子医療センター運営助成の実施………………………………………………………………………25

　　　救急勤務医・産科医等確保支援事業の実施…………………………………………………………………………47

７　商工労働観光部

　【平成21年度施策】

　（総合就業支援室）

　　　女性再就職支援コーナーの設置……………………………………………………………………………………… 4

　　　就職力ステップアップ講座（就職力パワーアップ講座）の実施…………………………………………………11

　　　京都ジョブパーク事業の実施…………………………………………………………………………………………13

　（産業労働総務課）

　　　「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施……………………………………………………19

　（経営支援課）

　　　「創業・経営承継支援融資」の実施…………………………………………………………………………………19

　　　地域ビジネスサポート推進事業の実施………………………………………………………………………………19

　（ものづくり振興課）

　　　第８次府職業能力開発計画の実施…………………………………………………………………………………… 7

　　　認定職業訓練の指導援助……………………………………………………………………………………………… 8

　　　地域における職業能力開発事業の推進援助………………………………………………………………………… 8

　　　職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等……………………………………………………………………… 8

　　　京都ものづくりフェアの開催………………………………………………………………………………………… 8

　　　在職者訓練等の実施……………………………………………………………………………………………………11

　　　離職者向け短期職業訓練等の実施……………………………………………………………………………………11

　　　職業訓練支援制度の実施………………………………………………………………………………………………11

　　　障害者自立就労支援事業の実施………………………………………………………………………………………11

　　　母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施………………………………………………………………………14

　　　「起業家セミナー」の開催……………………………………………………………………………………………15

　　　京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施………………………………………………………………………19

　（貿易・商業課）

　　　女性チャレンジオフィスの運営……………………………………………………………………………………… 3

　　　商店街チャレンジ支援事業の実施……………………………………………………………………………………19

　　　魅力ある商店街づくり推進事業の実施………………………………………………………………………………19

　　　地域子育てステーション事業の実施…………………………………………………………………………………21

　（労政課）

　　　民間企業の労働時間制度に関する調査の実施……………………………………………………………………… 7

　　　「京都の労働」の発行………………………………………………………………………………………………… 8

　　　各種啓発誌のホームページ掲載……………………………………………………………………………………… 8

　　　「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施……………………………………………………………… 8

　　　中小企業労働相談の実施……………………………………………………………………………………………… 9

　　　ワーク・ライフ・バランス推進の検討………………………………………………………………………………16

　【平成22度施策】

　（総合就業支援室）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　ライフ＆ジョブカフェの設置・推進…………………………………………………………………………………12

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

　（ものづくり振興課）

　　　ライフ＆ジョブカフェの設置・推進…………………………………………………………………………………12

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

　（緊急経済・雇用対策課）

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

８　農林水産部

　【平成21年度施策】

　（農村振興課）

　　　里力再生推進事業………………………………………………………………………………………………………18

　（担い手支援課）

　　　ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施…………………………………………………………………18

　（研究普及ブランド課）

　　　農村女性育成事業の実施……………………………………………………………………………………………… 4

　　　農林水産フェスティバルの開催………………………………………………………………………………………32

９　建設交通部

　【平成21年度施策】

　（住宅課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施…………………………………………………28

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

10　教育庁

　【平成21年度施策】

　（教職員課）

　　　男性職員の育児休業取得等…………………………………………………………………………………………… 6

　（学校教育課）

　　　人権教育の推進…………………………………………………………………………………………………………44

　　　豊かな心を育てる教育推進事業（京の子ども夢・未来体験活動推進事業）の実施……………………………44

　（社会教育課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施……………………………………………………………………………………28

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施…………………………………………28

　　　地域女性リーダー研修講座の実施……………………………………………………………………………………36

　　　婦人教育会館主催事業の実施…………………………………………………………………………………………36

　　　地域で支える学校教育推進事業の実施………………………………………………………………………………36

　【平成22年度施策】

　（社会教育課）

　　　家庭教育支援基盤形成事業の実施……………………………………………………………………………………29

11　警察本部

　【平成21年度施策】

　（警務課）

　　　犯罪被害者等支援活動事業の実施……………………………………………………………………………………41



－90－

Ⅱ　部局別

１　知事直轄組織

　（給与厚生課）

　　　男性職員の育児休業取得等…………………………………………………………………………………………… 6

　（人事課）

　　　女性職員の登用等……………………………………………………………………………………………………… 6

２　総務部

　【平成21年度施策】

　（自治振興課）

　　　明るい選挙推進事業の実施……………………………………………………………………………………………43

３　政策企画部

　【平成21年度施策】

　（企画総務課）

　　　（財）世界人権問題研究センター運営助成の実施……………………………………………………………………38

４　府民生活部

　【平成21年度施策】

　（人権啓発推進室）

　　　新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、

　　　人権に関する各種啓発事業の実施……………………………………………………………………………………38

　（安心・安全まちづくり推進課）

　　　子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施……………………………………………………………………26

　　　犯罪被害者等支援活動事業の実施……………………………………………………………………………………41

　（府民力推進課）

　　　地域力再生プロジェクトの推進……………………………………………………………………………………… 2

　　　府民力推進会議の運営…………………………………………………………………………………………………34

　　　ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設……………………………………………………………………34

　　　ＮＰＯと行政等との交流事業の実施…………………………………………………………………………………34

　　　「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営………………………………………………………………………………34

　　　京都地域創造ファンド推進事業の実施………………………………………………………………………………34

　　　「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施………………………………………………………………34

　（男女共同参画課）

　　　アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進………………………………………… 1

　　　ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催…………………………………………………………………………… 1

　　　ＫＹＯのあけぼの２１の配信………………………………………………………………………………………… 1

　　　京都府あけぼの賞の授与……………………………………………………………………………………………… 2

　　　女性チャレンジ相談の実施…………………………………………………………………………………………… 2

　　　女性チャレンジサイトの運営………………………………………………………………………………………… 3

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催…………………………………………………………… 3

　　　女性チャレンジオフィスの運営……………………………………………………………………………………… 3

　　　起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催…………………………………………………………………… 4

　　　男女共同参画推進本部の運営………………………………………………………………………………………… 6

　　　女性情報ネットワーク事業の実施…………………………………………………………………………………… 6

　　　女性労働相談の実施…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　ワーク・ライフ・バランス推進の検討………………………………………………………………………………16

　　　地域内職センター等設置運営事業の実施……………………………………………………………………………19

　　　保育ルーム設置促進事業の実施………………………………………………………………………………………22

　　　男女共同参画センター相談事業の実施………………………………………………………………………………26

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（子育て・両立支援講座）の開催…………………………………………………………26

　　　地域団体育成事業の実施………………………………………………………………………………………………36

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催…………………………………………………………………………36

　　　女性国内交流事業（女性の船）の実施………………………………………………………………………………36

　　　地域女性・わくわく支援事業の実施…………………………………………………………………………………36

　　　配偶者等からの暴力相談窓口の設置…………………………………………………………………………………39

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

　　　「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業の実施……………………………………………40

　　　ＫＹＯのあけぼのホームページ等の運営……………………………………………………………………………42

　　　情報提供事業の実施（男女共同参画センター）……………………………………………………………………43

　　　男女共同参画センター運営費の助成…………………………………………………………………………………48

　　　男女共同参画センターへの事業の委託………………………………………………………………………………48

　　　男女共同参画センターにおける情報発信機能の強化………………………………………………………………48

　　　男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画センター）……………………………………………………48

　　　京都府市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）……………………49

　　　男女共同参画審議会の開催……………………………………………………………………………………………49

　　　女性チャレンジネットワーク会議の開催……………………………………………………………………………50

　　　女性のための相談ネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）…………………………………………50

　　　男女共同参画に関する意見交換会の開催……………………………………………………………………………50

　　　市町村担当課長会議等の開催…………………………………………………………………………………………50

　　　府及び市町村推進状況調査の実施……………………………………………………………………………………52

　　　苦情処理の受付・処理…………………………………………………………………………………………………53

　（青少年課）

　　　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施……………………………………………………………………27

　　　青少年すこやか体験活動サポート事業の実施………………………………………………………………………27

　　　青少年元気な活動支援事業の実施……………………………………………………………………………………27

　　　「京都府子ども議会」開催事業の実施………………………………………………………………………………43

　　　青少年社会環境浄化推進事業の実施…………………………………………………………………………………45

　（府民総合案内・相談センター）

　　　府民相談、府民無料法律相談等の実施………………………………………………………………………………38

　　　府民総合案内・相談センターの運営…………………………………………………………………………………38

　【平成22年度施策】

　（男女共同参画課）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　アクションプラン「子育て期の多様な働き方創造プラン」の策定………………………………………………14

５　文化環境部

　【平成21年度施策】

　（文化芸術室）

　　　新たな文化マーケット創出事業の実施………………………………………………………………………………30

　　　国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施……………………………………………………………………30

　　　京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施……………………………………………………………30

　　　こころの未来育み事業の実施…………………………………………………………………………………………31

　　　映画・映像人材育成事業の実施………………………………………………………………………………………31

　　　古典の日関連事業の実施………………………………………………………………………………………………31

　（スポーツ生涯学習室）

　　　生涯学習総合推進事業の実施…………………………………………………………………………………………43

　　　スポーツ指導者育成事業の実施………………………………………………………………………………………43

　　　京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業の実施…………………………………………………………44

　　　スポーツ振興事業の実施………………………………………………………………………………………………44

　（文教課）

　　　子育てサポートセンター事業の実施…………………………………………………………………………………21

　　　私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施…………………………………………………………………………22

　（国民文化祭準備課）

　　　「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進…………………………………………………………………32

６　健康福祉部

　【平成21年度施策】

　（こども未来課）

　　　京都府子育て支援表彰の実施………………………………………………………………………………………… 7

　　　安心保育推進の検討……………………………………………………………………………………………………16

　　　子育てサポートセンター事業の実施…………………………………………………………………………………21

　　　地域子育て支援拠点事業の実施………………………………………………………………………………………21

　　　「のびのび育つ」こども応援事業の実施……………………………………………………………………………21

　　　全国子育てひろば実践交流セミナーの開催…………………………………………………………………………21

　　　乳児保育促進事業の実施………………………………………………………………………………………………22

　　　一時保育等助成事業の実施……………………………………………………………………………………………22

　　　休日保育事業の実施……………………………………………………………………………………………………22

　　　多様な保育サービス推進事業の実施…………………………………………………………………………………22

　　　子育て支援特別対策の実施……………………………………………………………………………………………22

　　　きょうと子育て応援パスポート事業の実施…………………………………………………………………………27

　　　不妊治療給付事業助成の実施…………………………………………………………………………………………45

　　　妊婦出産・不妊ほっとコールの運営…………………………………………………………………………………45

　（家庭支援課）

　　　母子家庭等自立支援センター事業の実施……………………………………………………………………………12

　　　職業技能訓練給付金支給事業の実施…………………………………………………………………………………13

　　　家庭支援総合センター整備事業の実施………………………………………………………………………………21

　　　配偶者等からの暴力相談窓口の設置…………………………………………………………………………………39

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

　（健康対策課）

　　　府民健康づくり運動推進事業の実施…………………………………………………………………………………45

　　　がん予防対策事業の実施………………………………………………………………………………………………46

　　　エイズ・肝炎等対策事業の実施………………………………………………………………………………………46

　（医療課）

　　　総合周産期母子医療センター運営助成の実施………………………………………………………………………23

　　　周産期医療システム運営の実施………………………………………………………………………………………23

　　　小児救急医療体制整備事業の実施……………………………………………………………………………………23

　　　在宅医療連携体制整備推進事業の実施………………………………………………………………………………23

　　　医師確保対策事業の実施………………………………………………………………………………………………46

　　　看護職離職防止対策・再就業促進事業の実施………………………………………………………………………46

　（介護・福祉事業課）

　　　福祉人材バンク事業の実施……………………………………………………………………………………………13

　（障害者支援課）

　　　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施……………………………………………………………………27

　　　発達障害者支援事業の実施……………………………………………………………………………………………28

　　　発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施……………………………………………………………………28

　（高齢者支援課）

　　　老人福祉施設整備費補助の実施………………………………………………………………………………………24

　　　きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施………………………………………………………………………………24

　（医療企画課）

　　　子育て支援医療費助成事業の実施……………………………………………………………………………………23

　【平成22年度施策】

　（高齢者支援課）

　　　高齢者くらしのサポート事業の実施…………………………………………………………………………………26

　（医療企画課）

　　　子育て支援等福祉医療制度の充実検討………………………………………………………………………………25

　（福祉・援護課）

　　　生活福祉相談・就労支援の強化………………………………………………………………………………………14

　　　高齢者くらしのサポート事業の実施…………………………………………………………………………………26

　（こども未来課）

　　　安心保育推進事業の実施………………………………………………………………………………………………17

　　　子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施………………………………………………………………………24

　　　延長保育事業の実施……………………………………………………………………………………………………25

　　　保育ママ支援事業の実施………………………………………………………………………………………………25

　　　きょうと子育て環境整備事業の実施…………………………………………………………………………………25

　　　きょうと婚活支援ネットワークづくり推進事業の実施……………………………………………………………29

　（家庭支援課）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　母子家庭等緊急就職支援事業の実施…………………………………………………………………………………14

　　　家庭支援総合センターの開設…………………………………………………………………………………………24

　　　家庭支援充実強化対策の実施…………………………………………………………………………………………24

　　　南部及び北部家庭支援センターの整備………………………………………………………………………………40

　（健康対策課）

　　　子宮頸がん予防ワクチン接種事業費補助の実施……………………………………………………………………47

　（医療課）

　　　安心保育推進事業の実施………………………………………………………………………………………………17

　　　地域周産期母子医療センター運営助成の実施………………………………………………………………………25

　　　救急勤務医・産科医等確保支援事業の実施…………………………………………………………………………47

７　商工労働観光部

　【平成21年度施策】

　（総合就業支援室）

　　　女性再就職支援コーナーの設置……………………………………………………………………………………… 4

　　　就職力ステップアップ講座（就職力パワーアップ講座）の実施…………………………………………………11

　　　京都ジョブパーク事業の実施…………………………………………………………………………………………13

　（産業労働総務課）

　　　「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施……………………………………………………19

　（経営支援課）

　　　「創業・経営承継支援融資」の実施…………………………………………………………………………………19

　　　地域ビジネスサポート推進事業の実施………………………………………………………………………………19

　（ものづくり振興課）

　　　第８次府職業能力開発計画の実施…………………………………………………………………………………… 7

　　　認定職業訓練の指導援助……………………………………………………………………………………………… 8

　　　地域における職業能力開発事業の推進援助………………………………………………………………………… 8

　　　職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等……………………………………………………………………… 8

　　　京都ものづくりフェアの開催………………………………………………………………………………………… 8

　　　在職者訓練等の実施……………………………………………………………………………………………………11

　　　離職者向け短期職業訓練等の実施……………………………………………………………………………………11

　　　職業訓練支援制度の実施………………………………………………………………………………………………11

　　　障害者自立就労支援事業の実施………………………………………………………………………………………11

　　　母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施………………………………………………………………………14

　　　「起業家セミナー」の開催……………………………………………………………………………………………15

　　　京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施………………………………………………………………………19

　（貿易・商業課）

　　　女性チャレンジオフィスの運営……………………………………………………………………………………… 3

　　　商店街チャレンジ支援事業の実施……………………………………………………………………………………19

　　　魅力ある商店街づくり推進事業の実施………………………………………………………………………………19

　　　地域子育てステーション事業の実施…………………………………………………………………………………21

　（労政課）

　　　民間企業の労働時間制度に関する調査の実施……………………………………………………………………… 7

　　　「京都の労働」の発行………………………………………………………………………………………………… 8

　　　各種啓発誌のホームページ掲載……………………………………………………………………………………… 8

　　　「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施……………………………………………………………… 8

　　　中小企業労働相談の実施……………………………………………………………………………………………… 9

　　　ワーク・ライフ・バランス推進の検討………………………………………………………………………………16

　【平成22度施策】

　（総合就業支援室）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　ライフ＆ジョブカフェの設置・推進…………………………………………………………………………………12

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

　（ものづくり振興課）

　　　ライフ＆ジョブカフェの設置・推進…………………………………………………………………………………12

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

　（緊急経済・雇用対策課）

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

８　農林水産部

　【平成21年度施策】

　（農村振興課）

　　　里力再生推進事業………………………………………………………………………………………………………18

　（担い手支援課）

　　　ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施…………………………………………………………………18

　（研究普及ブランド課）

　　　農村女性育成事業の実施……………………………………………………………………………………………… 4

　　　農林水産フェスティバルの開催………………………………………………………………………………………32

９　建設交通部

　【平成21年度施策】

　（住宅課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施…………………………………………………28

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

10　教育庁

　【平成21年度施策】

　（教職員課）

　　　男性職員の育児休業取得等…………………………………………………………………………………………… 6

　（学校教育課）

　　　人権教育の推進…………………………………………………………………………………………………………44

　　　豊かな心を育てる教育推進事業（京の子ども夢・未来体験活動推進事業）の実施……………………………44

　（社会教育課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施……………………………………………………………………………………28

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施…………………………………………28

　　　地域女性リーダー研修講座の実施……………………………………………………………………………………36

　　　婦人教育会館主催事業の実施…………………………………………………………………………………………36

　　　地域で支える学校教育推進事業の実施………………………………………………………………………………36

　【平成22年度施策】

　（社会教育課）

　　　家庭教育支援基盤形成事業の実施……………………………………………………………………………………29

11　警察本部

　【平成21年度施策】

　（警務課）

　　　犯罪被害者等支援活動事業の実施……………………………………………………………………………………41



－91－

Ⅱ　部局別

１　知事直轄組織

　（給与厚生課）

　　　男性職員の育児休業取得等…………………………………………………………………………………………… 6

　（人事課）

　　　女性職員の登用等……………………………………………………………………………………………………… 6

２　総務部

　【平成21年度施策】

　（自治振興課）

　　　明るい選挙推進事業の実施……………………………………………………………………………………………43

３　政策企画部

　【平成21年度施策】

　（企画総務課）

　　　（財）世界人権問題研究センター運営助成の実施……………………………………………………………………38

４　府民生活部

　【平成21年度施策】

　（人権啓発推進室）

　　　新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、

　　　人権に関する各種啓発事業の実施……………………………………………………………………………………38

　（安心・安全まちづくり推進課）

　　　子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施……………………………………………………………………26

　　　犯罪被害者等支援活動事業の実施……………………………………………………………………………………41

　（府民力推進課）

　　　地域力再生プロジェクトの推進……………………………………………………………………………………… 2

　　　府民力推進会議の運営…………………………………………………………………………………………………34

　　　ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設……………………………………………………………………34

　　　ＮＰＯと行政等との交流事業の実施…………………………………………………………………………………34

　　　「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営………………………………………………………………………………34

　　　京都地域創造ファンド推進事業の実施………………………………………………………………………………34

　　　「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施………………………………………………………………34

　（男女共同参画課）

　　　アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進………………………………………… 1

　　　ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催…………………………………………………………………………… 1

　　　ＫＹＯのあけぼの２１の配信………………………………………………………………………………………… 1

　　　京都府あけぼの賞の授与……………………………………………………………………………………………… 2

　　　女性チャレンジ相談の実施…………………………………………………………………………………………… 2

　　　女性チャレンジサイトの運営………………………………………………………………………………………… 3

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催…………………………………………………………… 3

　　　女性チャレンジオフィスの運営……………………………………………………………………………………… 3

　　　起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催…………………………………………………………………… 4

　　　男女共同参画推進本部の運営………………………………………………………………………………………… 6

　　　女性情報ネットワーク事業の実施…………………………………………………………………………………… 6

　　　女性労働相談の実施…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　ワーク・ライフ・バランス推進の検討………………………………………………………………………………16

　　　地域内職センター等設置運営事業の実施……………………………………………………………………………19

　　　保育ルーム設置促進事業の実施………………………………………………………………………………………22

　　　男女共同参画センター相談事業の実施………………………………………………………………………………26

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（子育て・両立支援講座）の開催…………………………………………………………26

　　　地域団体育成事業の実施………………………………………………………………………………………………36

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催…………………………………………………………………………36

　　　女性国内交流事業（女性の船）の実施………………………………………………………………………………36

　　　地域女性・わくわく支援事業の実施…………………………………………………………………………………36

　　　配偶者等からの暴力相談窓口の設置…………………………………………………………………………………39

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

　　　「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業の実施……………………………………………40

　　　ＫＹＯのあけぼのホームページ等の運営……………………………………………………………………………42

　　　情報提供事業の実施（男女共同参画センター）……………………………………………………………………43

　　　男女共同参画センター運営費の助成…………………………………………………………………………………48

　　　男女共同参画センターへの事業の委託………………………………………………………………………………48

　　　男女共同参画センターにおける情報発信機能の強化………………………………………………………………48

　　　男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画センター）……………………………………………………48

　　　京都府市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）……………………49

　　　男女共同参画審議会の開催……………………………………………………………………………………………49

　　　女性チャレンジネットワーク会議の開催……………………………………………………………………………50

　　　女性のための相談ネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）…………………………………………50

　　　男女共同参画に関する意見交換会の開催……………………………………………………………………………50

　　　市町村担当課長会議等の開催…………………………………………………………………………………………50

　　　府及び市町村推進状況調査の実施……………………………………………………………………………………52

　　　苦情処理の受付・処理…………………………………………………………………………………………………53

　（青少年課）

　　　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施……………………………………………………………………27

　　　青少年すこやか体験活動サポート事業の実施………………………………………………………………………27

　　　青少年元気な活動支援事業の実施……………………………………………………………………………………27

　　　「京都府子ども議会」開催事業の実施………………………………………………………………………………43

　　　青少年社会環境浄化推進事業の実施…………………………………………………………………………………45

　（府民総合案内・相談センター）

　　　府民相談、府民無料法律相談等の実施………………………………………………………………………………38

　　　府民総合案内・相談センターの運営…………………………………………………………………………………38

　【平成22年度施策】

　（男女共同参画課）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　アクションプラン「子育て期の多様な働き方創造プラン」の策定………………………………………………14

５　文化環境部

　【平成21年度施策】

　（文化芸術室）

　　　新たな文化マーケット創出事業の実施………………………………………………………………………………30

　　　国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施……………………………………………………………………30

　　　京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施……………………………………………………………30

　　　こころの未来育み事業の実施…………………………………………………………………………………………31

　　　映画・映像人材育成事業の実施………………………………………………………………………………………31

　　　古典の日関連事業の実施………………………………………………………………………………………………31

　（スポーツ生涯学習室）

　　　生涯学習総合推進事業の実施…………………………………………………………………………………………43

　　　スポーツ指導者育成事業の実施………………………………………………………………………………………43

　　　京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業の実施…………………………………………………………44

　　　スポーツ振興事業の実施………………………………………………………………………………………………44

　（文教課）

　　　子育てサポートセンター事業の実施…………………………………………………………………………………21

　　　私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施…………………………………………………………………………22

　（国民文化祭準備課）

　　　「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進…………………………………………………………………32

６　健康福祉部

　【平成21年度施策】

　（こども未来課）

　　　京都府子育て支援表彰の実施………………………………………………………………………………………… 7

　　　安心保育推進の検討……………………………………………………………………………………………………16

　　　子育てサポートセンター事業の実施…………………………………………………………………………………21

　　　地域子育て支援拠点事業の実施………………………………………………………………………………………21

　　　「のびのび育つ」こども応援事業の実施……………………………………………………………………………21

　　　全国子育てひろば実践交流セミナーの開催…………………………………………………………………………21

　　　乳児保育促進事業の実施………………………………………………………………………………………………22

　　　一時保育等助成事業の実施……………………………………………………………………………………………22

　　　休日保育事業の実施……………………………………………………………………………………………………22

　　　多様な保育サービス推進事業の実施…………………………………………………………………………………22

　　　子育て支援特別対策の実施……………………………………………………………………………………………22

　　　きょうと子育て応援パスポート事業の実施…………………………………………………………………………27

　　　不妊治療給付事業助成の実施…………………………………………………………………………………………45

　　　妊婦出産・不妊ほっとコールの運営…………………………………………………………………………………45

　（家庭支援課）

　　　母子家庭等自立支援センター事業の実施……………………………………………………………………………12

　　　職業技能訓練給付金支給事業の実施…………………………………………………………………………………13

　　　家庭支援総合センター整備事業の実施………………………………………………………………………………21

　　　配偶者等からの暴力相談窓口の設置…………………………………………………………………………………39

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

　（健康対策課）

　　　府民健康づくり運動推進事業の実施…………………………………………………………………………………45

　　　がん予防対策事業の実施………………………………………………………………………………………………46

　　　エイズ・肝炎等対策事業の実施………………………………………………………………………………………46

　（医療課）

　　　総合周産期母子医療センター運営助成の実施………………………………………………………………………23

　　　周産期医療システム運営の実施………………………………………………………………………………………23

　　　小児救急医療体制整備事業の実施……………………………………………………………………………………23

　　　在宅医療連携体制整備推進事業の実施………………………………………………………………………………23

　　　医師確保対策事業の実施………………………………………………………………………………………………46

　　　看護職離職防止対策・再就業促進事業の実施………………………………………………………………………46

　（介護・福祉事業課）

　　　福祉人材バンク事業の実施……………………………………………………………………………………………13

　（障害者支援課）

　　　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施……………………………………………………………………27

　　　発達障害者支援事業の実施……………………………………………………………………………………………28

　　　発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施……………………………………………………………………28

　（高齢者支援課）

　　　老人福祉施設整備費補助の実施………………………………………………………………………………………24

　　　きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施………………………………………………………………………………24

　（医療企画課）

　　　子育て支援医療費助成事業の実施……………………………………………………………………………………23

　【平成22年度施策】

　（高齢者支援課）

　　　高齢者くらしのサポート事業の実施…………………………………………………………………………………26

　（医療企画課）

　　　子育て支援等福祉医療制度の充実検討………………………………………………………………………………25

　（福祉・援護課）

　　　生活福祉相談・就労支援の強化………………………………………………………………………………………14

　　　高齢者くらしのサポート事業の実施…………………………………………………………………………………26

　（こども未来課）

　　　安心保育推進事業の実施………………………………………………………………………………………………17

　　　子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施………………………………………………………………………24

　　　延長保育事業の実施……………………………………………………………………………………………………25

　　　保育ママ支援事業の実施………………………………………………………………………………………………25

　　　きょうと子育て環境整備事業の実施…………………………………………………………………………………25

　　　きょうと婚活支援ネットワークづくり推進事業の実施……………………………………………………………29

　（家庭支援課）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　母子家庭等緊急就職支援事業の実施…………………………………………………………………………………14

　　　家庭支援総合センターの開設…………………………………………………………………………………………24

　　　家庭支援充実強化対策の実施…………………………………………………………………………………………24

　　　南部及び北部家庭支援センターの整備………………………………………………………………………………40

　（健康対策課）

　　　子宮頸がん予防ワクチン接種事業費補助の実施……………………………………………………………………47

　（医療課）

　　　安心保育推進事業の実施………………………………………………………………………………………………17

　　　地域周産期母子医療センター運営助成の実施………………………………………………………………………25

　　　救急勤務医・産科医等確保支援事業の実施…………………………………………………………………………47

７　商工労働観光部

　【平成21年度施策】

　（総合就業支援室）

　　　女性再就職支援コーナーの設置……………………………………………………………………………………… 4

　　　就職力ステップアップ講座（就職力パワーアップ講座）の実施…………………………………………………11

　　　京都ジョブパーク事業の実施…………………………………………………………………………………………13

　（産業労働総務課）

　　　「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施……………………………………………………19

　（経営支援課）

　　　「創業・経営承継支援融資」の実施…………………………………………………………………………………19

　　　地域ビジネスサポート推進事業の実施………………………………………………………………………………19

　（ものづくり振興課）

　　　第８次府職業能力開発計画の実施…………………………………………………………………………………… 7

　　　認定職業訓練の指導援助……………………………………………………………………………………………… 8

　　　地域における職業能力開発事業の推進援助………………………………………………………………………… 8

　　　職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等……………………………………………………………………… 8

　　　京都ものづくりフェアの開催………………………………………………………………………………………… 8

　　　在職者訓練等の実施……………………………………………………………………………………………………11

　　　離職者向け短期職業訓練等の実施……………………………………………………………………………………11

　　　職業訓練支援制度の実施………………………………………………………………………………………………11

　　　障害者自立就労支援事業の実施………………………………………………………………………………………11

　　　母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施………………………………………………………………………14

　　　「起業家セミナー」の開催……………………………………………………………………………………………15

　　　京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施………………………………………………………………………19

　（貿易・商業課）

　　　女性チャレンジオフィスの運営……………………………………………………………………………………… 3

　　　商店街チャレンジ支援事業の実施……………………………………………………………………………………19

　　　魅力ある商店街づくり推進事業の実施………………………………………………………………………………19

　　　地域子育てステーション事業の実施…………………………………………………………………………………21

　（労政課）

　　　民間企業の労働時間制度に関する調査の実施……………………………………………………………………… 7

　　　「京都の労働」の発行………………………………………………………………………………………………… 8

　　　各種啓発誌のホームページ掲載……………………………………………………………………………………… 8

　　　「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施……………………………………………………………… 8

　　　中小企業労働相談の実施……………………………………………………………………………………………… 9

　　　ワーク・ライフ・バランス推進の検討………………………………………………………………………………16

　【平成22度施策】

　（総合就業支援室）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　ライフ＆ジョブカフェの設置・推進…………………………………………………………………………………12

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

　（ものづくり振興課）

　　　ライフ＆ジョブカフェの設置・推進…………………………………………………………………………………12

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

　（緊急経済・雇用対策課）

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

８　農林水産部

　【平成21年度施策】

　（農村振興課）

　　　里力再生推進事業………………………………………………………………………………………………………18

　（担い手支援課）

　　　ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施…………………………………………………………………18

　（研究普及ブランド課）

　　　農村女性育成事業の実施……………………………………………………………………………………………… 4

　　　農林水産フェスティバルの開催………………………………………………………………………………………32

９　建設交通部

　【平成21年度施策】

　（住宅課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施…………………………………………………28

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

10　教育庁

　【平成21年度施策】

　（教職員課）

　　　男性職員の育児休業取得等…………………………………………………………………………………………… 6

　（学校教育課）

　　　人権教育の推進…………………………………………………………………………………………………………44

　　　豊かな心を育てる教育推進事業（京の子ども夢・未来体験活動推進事業）の実施……………………………44

　（社会教育課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施……………………………………………………………………………………28

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施…………………………………………28

　　　地域女性リーダー研修講座の実施……………………………………………………………………………………36

　　　婦人教育会館主催事業の実施…………………………………………………………………………………………36

　　　地域で支える学校教育推進事業の実施………………………………………………………………………………36

　【平成22年度施策】

　（社会教育課）

　　　家庭教育支援基盤形成事業の実施……………………………………………………………………………………29

11　警察本部

　【平成21年度施策】

　（警務課）

　　　犯罪被害者等支援活動事業の実施……………………………………………………………………………………41
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Ⅱ　部局別

１　知事直轄組織

　（給与厚生課）

　　　男性職員の育児休業取得等…………………………………………………………………………………………… 6

　（人事課）

　　　女性職員の登用等……………………………………………………………………………………………………… 6

２　総務部

　【平成21年度施策】

　（自治振興課）

　　　明るい選挙推進事業の実施……………………………………………………………………………………………43

３　政策企画部

　【平成21年度施策】

　（企画総務課）

　　　（財）世界人権問題研究センター運営助成の実施……………………………………………………………………38

４　府民生活部

　【平成21年度施策】

　（人権啓発推進室）

　　　新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、

　　　人権に関する各種啓発事業の実施……………………………………………………………………………………38

　（安心・安全まちづくり推進課）

　　　子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施……………………………………………………………………26

　　　犯罪被害者等支援活動事業の実施……………………………………………………………………………………41

　（府民力推進課）

　　　地域力再生プロジェクトの推進……………………………………………………………………………………… 2

　　　府民力推進会議の運営…………………………………………………………………………………………………34

　　　ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設……………………………………………………………………34

　　　ＮＰＯと行政等との交流事業の実施…………………………………………………………………………………34

　　　「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営………………………………………………………………………………34

　　　京都地域創造ファンド推進事業の実施………………………………………………………………………………34

　　　「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施………………………………………………………………34

　（男女共同参画課）

　　　アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進………………………………………… 1

　　　ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催…………………………………………………………………………… 1

　　　ＫＹＯのあけぼの２１の配信………………………………………………………………………………………… 1

　　　京都府あけぼの賞の授与……………………………………………………………………………………………… 2

　　　女性チャレンジ相談の実施…………………………………………………………………………………………… 2

　　　女性チャレンジサイトの運営………………………………………………………………………………………… 3

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催…………………………………………………………… 3

　　　女性チャレンジオフィスの運営……………………………………………………………………………………… 3

　　　起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催…………………………………………………………………… 4

　　　男女共同参画推進本部の運営………………………………………………………………………………………… 6

　　　女性情報ネットワーク事業の実施…………………………………………………………………………………… 6

　　　女性労働相談の実施…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　ワーク・ライフ・バランス推進の検討………………………………………………………………………………16

　　　地域内職センター等設置運営事業の実施……………………………………………………………………………19

　　　保育ルーム設置促進事業の実施………………………………………………………………………………………22

　　　男女共同参画センター相談事業の実施………………………………………………………………………………26

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（子育て・両立支援講座）の開催…………………………………………………………26

　　　地域団体育成事業の実施………………………………………………………………………………………………36

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催…………………………………………………………………………36

　　　女性国内交流事業（女性の船）の実施………………………………………………………………………………36

　　　地域女性・わくわく支援事業の実施…………………………………………………………………………………36

　　　配偶者等からの暴力相談窓口の設置…………………………………………………………………………………39

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

　　　「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業の実施……………………………………………40

　　　ＫＹＯのあけぼのホームページ等の運営……………………………………………………………………………42

　　　情報提供事業の実施（男女共同参画センター）……………………………………………………………………43

　　　男女共同参画センター運営費の助成…………………………………………………………………………………48

　　　男女共同参画センターへの事業の委託………………………………………………………………………………48

　　　男女共同参画センターにおける情報発信機能の強化………………………………………………………………48

　　　男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画センター）……………………………………………………48

　　　京都府市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）……………………49

　　　男女共同参画審議会の開催……………………………………………………………………………………………49

　　　女性チャレンジネットワーク会議の開催……………………………………………………………………………50

　　　女性のための相談ネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）…………………………………………50

　　　男女共同参画に関する意見交換会の開催……………………………………………………………………………50

　　　市町村担当課長会議等の開催…………………………………………………………………………………………50

　　　府及び市町村推進状況調査の実施……………………………………………………………………………………52

　　　苦情処理の受付・処理…………………………………………………………………………………………………53

　（青少年課）

　　　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施……………………………………………………………………27

　　　青少年すこやか体験活動サポート事業の実施………………………………………………………………………27

　　　青少年元気な活動支援事業の実施……………………………………………………………………………………27

　　　「京都府子ども議会」開催事業の実施………………………………………………………………………………43

　　　青少年社会環境浄化推進事業の実施…………………………………………………………………………………45

　（府民総合案内・相談センター）

　　　府民相談、府民無料法律相談等の実施………………………………………………………………………………38

　　　府民総合案内・相談センターの運営…………………………………………………………………………………38

　【平成22年度施策】

　（男女共同参画課）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　アクションプラン「子育て期の多様な働き方創造プラン」の策定………………………………………………14

５　文化環境部

　【平成21年度施策】

　（文化芸術室）

　　　新たな文化マーケット創出事業の実施………………………………………………………………………………30

　　　国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施……………………………………………………………………30

　　　京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施……………………………………………………………30

　　　こころの未来育み事業の実施…………………………………………………………………………………………31

　　　映画・映像人材育成事業の実施………………………………………………………………………………………31

　　　古典の日関連事業の実施………………………………………………………………………………………………31

　（スポーツ生涯学習室）

　　　生涯学習総合推進事業の実施…………………………………………………………………………………………43

　　　スポーツ指導者育成事業の実施………………………………………………………………………………………43

　　　京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業の実施…………………………………………………………44

　　　スポーツ振興事業の実施………………………………………………………………………………………………44

　（文教課）

　　　子育てサポートセンター事業の実施…………………………………………………………………………………21

　　　私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施…………………………………………………………………………22

　（国民文化祭準備課）

　　　「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進…………………………………………………………………32

６　健康福祉部

　【平成21年度施策】

　（こども未来課）

　　　京都府子育て支援表彰の実施………………………………………………………………………………………… 7

　　　安心保育推進の検討……………………………………………………………………………………………………16

　　　子育てサポートセンター事業の実施…………………………………………………………………………………21

　　　地域子育て支援拠点事業の実施………………………………………………………………………………………21

　　　「のびのび育つ」こども応援事業の実施……………………………………………………………………………21

　　　全国子育てひろば実践交流セミナーの開催…………………………………………………………………………21

　　　乳児保育促進事業の実施………………………………………………………………………………………………22

　　　一時保育等助成事業の実施……………………………………………………………………………………………22

　　　休日保育事業の実施……………………………………………………………………………………………………22

　　　多様な保育サービス推進事業の実施…………………………………………………………………………………22

　　　子育て支援特別対策の実施……………………………………………………………………………………………22

　　　きょうと子育て応援パスポート事業の実施…………………………………………………………………………27

　　　不妊治療給付事業助成の実施…………………………………………………………………………………………45

　　　妊婦出産・不妊ほっとコールの運営…………………………………………………………………………………45

　（家庭支援課）

　　　母子家庭等自立支援センター事業の実施……………………………………………………………………………12

　　　職業技能訓練給付金支給事業の実施…………………………………………………………………………………13

　　　家庭支援総合センター整備事業の実施………………………………………………………………………………21

　　　配偶者等からの暴力相談窓口の設置…………………………………………………………………………………39

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

　（健康対策課）

　　　府民健康づくり運動推進事業の実施…………………………………………………………………………………45

　　　がん予防対策事業の実施………………………………………………………………………………………………46

　　　エイズ・肝炎等対策事業の実施………………………………………………………………………………………46

　（医療課）

　　　総合周産期母子医療センター運営助成の実施………………………………………………………………………23

　　　周産期医療システム運営の実施………………………………………………………………………………………23

　　　小児救急医療体制整備事業の実施……………………………………………………………………………………23

　　　在宅医療連携体制整備推進事業の実施………………………………………………………………………………23

　　　医師確保対策事業の実施………………………………………………………………………………………………46

　　　看護職離職防止対策・再就業促進事業の実施………………………………………………………………………46

　（介護・福祉事業課）

　　　福祉人材バンク事業の実施……………………………………………………………………………………………13

　（障害者支援課）

　　　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施……………………………………………………………………27

　　　発達障害者支援事業の実施……………………………………………………………………………………………28

　　　発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施……………………………………………………………………28

　（高齢者支援課）

　　　老人福祉施設整備費補助の実施………………………………………………………………………………………24

　　　きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施………………………………………………………………………………24

　（医療企画課）

　　　子育て支援医療費助成事業の実施……………………………………………………………………………………23

　【平成22年度施策】

　（高齢者支援課）

　　　高齢者くらしのサポート事業の実施…………………………………………………………………………………26

　（医療企画課）

　　　子育て支援等福祉医療制度の充実検討………………………………………………………………………………25

　（福祉・援護課）

　　　生活福祉相談・就労支援の強化………………………………………………………………………………………14

　　　高齢者くらしのサポート事業の実施…………………………………………………………………………………26

　（こども未来課）

　　　安心保育推進事業の実施………………………………………………………………………………………………17

　　　子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施………………………………………………………………………24

　　　延長保育事業の実施……………………………………………………………………………………………………25

　　　保育ママ支援事業の実施………………………………………………………………………………………………25

　　　きょうと子育て環境整備事業の実施…………………………………………………………………………………25

　　　きょうと婚活支援ネットワークづくり推進事業の実施……………………………………………………………29

　（家庭支援課）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　母子家庭等緊急就職支援事業の実施…………………………………………………………………………………14

　　　家庭支援総合センターの開設…………………………………………………………………………………………24

　　　家庭支援充実強化対策の実施…………………………………………………………………………………………24

　　　南部及び北部家庭支援センターの整備………………………………………………………………………………40

　（健康対策課）

　　　子宮頸がん予防ワクチン接種事業費補助の実施……………………………………………………………………47

　（医療課）

　　　安心保育推進事業の実施………………………………………………………………………………………………17

　　　地域周産期母子医療センター運営助成の実施………………………………………………………………………25

　　　救急勤務医・産科医等確保支援事業の実施…………………………………………………………………………47

７　商工労働観光部

　【平成21年度施策】

　（総合就業支援室）

　　　女性再就職支援コーナーの設置……………………………………………………………………………………… 4

　　　就職力ステップアップ講座（就職力パワーアップ講座）の実施…………………………………………………11

　　　京都ジョブパーク事業の実施…………………………………………………………………………………………13

　（産業労働総務課）

　　　「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施……………………………………………………19

　（経営支援課）

　　　「創業・経営承継支援融資」の実施…………………………………………………………………………………19

　　　地域ビジネスサポート推進事業の実施………………………………………………………………………………19

　（ものづくり振興課）

　　　第８次府職業能力開発計画の実施…………………………………………………………………………………… 7

　　　認定職業訓練の指導援助……………………………………………………………………………………………… 8

　　　地域における職業能力開発事業の推進援助………………………………………………………………………… 8

　　　職業能力開発推進者の選任促進、活動支援等……………………………………………………………………… 8

　　　京都ものづくりフェアの開催………………………………………………………………………………………… 8

　　　在職者訓練等の実施……………………………………………………………………………………………………11

　　　離職者向け短期職業訓練等の実施……………………………………………………………………………………11

　　　職業訓練支援制度の実施………………………………………………………………………………………………11

　　　障害者自立就労支援事業の実施………………………………………………………………………………………11

　　　母子家庭の母等の職業的自立促進事業の実施………………………………………………………………………14

　　　「起業家セミナー」の開催……………………………………………………………………………………………15

　　　京都中小企業成長促進等総合支援事業の実施………………………………………………………………………19

　（貿易・商業課）

　　　女性チャレンジオフィスの運営……………………………………………………………………………………… 3

　　　商店街チャレンジ支援事業の実施……………………………………………………………………………………19

　　　魅力ある商店街づくり推進事業の実施………………………………………………………………………………19

　　　地域子育てステーション事業の実施…………………………………………………………………………………21

　（労政課）

　　　民間企業の労働時間制度に関する調査の実施……………………………………………………………………… 7

　　　「京都の労働」の発行………………………………………………………………………………………………… 8

　　　各種啓発誌のホームページ掲載……………………………………………………………………………………… 8

　　　「京都モデル」子育て応援中小企業認証制度の実施……………………………………………………………… 8

　　　中小企業労働相談の実施……………………………………………………………………………………………… 9

　　　ワーク・ライフ・バランス推進の検討………………………………………………………………………………16

　【平成22度施策】

　（総合就業支援室）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　ライフ＆ジョブカフェの設置・推進…………………………………………………………………………………12

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

　（ものづくり振興課）

　　　ライフ＆ジョブカフェの設置・推進…………………………………………………………………………………12

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

　（緊急経済・雇用対策課）

　　　新卒未就職者等緊急支援対策事業の実施……………………………………………………………………………15

８　農林水産部

　【平成21年度施策】

　（農村振興課）

　　　里力再生推進事業………………………………………………………………………………………………………18

　（担い手支援課）

　　　ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業の実施…………………………………………………………………18

　（研究普及ブランド課）

　　　農村女性育成事業の実施……………………………………………………………………………………………… 4

　　　農林水産フェスティバルの開催………………………………………………………………………………………32

９　建設交通部

　【平成21年度施策】

　（住宅課）

　　　特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業の実施…………………………………………………28

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

10　教育庁

　【平成21年度施策】

　（教職員課）

　　　男性職員の育児休業取得等…………………………………………………………………………………………… 6

　（学校教育課）

　　　人権教育の推進…………………………………………………………………………………………………………44

　　　豊かな心を育てる教育推進事業（京の子ども夢・未来体験活動推進事業）の実施……………………………44

　（社会教育課）

　　　親のための応援塾開催事業の実施……………………………………………………………………………………28

　　　心のサポート推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）の実施…………………………………………28

　　　地域女性リーダー研修講座の実施……………………………………………………………………………………36

　　　婦人教育会館主催事業の実施…………………………………………………………………………………………36

　　　地域で支える学校教育推進事業の実施………………………………………………………………………………36

　【平成22年度施策】

　（社会教育課）

　　　家庭教育支援基盤形成事業の実施……………………………………………………………………………………29

11　警察本部

　【平成21年度施策】

　（警務課）

　　　犯罪被害者等支援活動事業の実施……………………………………………………………………………………41
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Ⅱ　部局別

１　知事直轄組織

　（給与厚生課）

　　　男性職員の育児休業取得等…………………………………………………………………………………………… 6

　（人事課）

　　　女性職員の登用等……………………………………………………………………………………………………… 6

２　総務部

　【平成21年度施策】

　（自治振興課）

　　　明るい選挙推進事業の実施……………………………………………………………………………………………43

３　政策企画部

　【平成21年度施策】

　（企画総務課）

　　　（財）世界人権問題研究センター運営助成の実施……………………………………………………………………38

４　府民生活部

　【平成21年度施策】

　（人権啓発推進室）

　　　新京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、

　　　人権に関する各種啓発事業の実施……………………………………………………………………………………38

　（安心・安全まちづくり推進課）

　　　子ども・地域の安心・安全活動支援事業の実施……………………………………………………………………26

　　　犯罪被害者等支援活動事業の実施……………………………………………………………………………………41

　（府民力推進課）

　　　地域力再生プロジェクトの推進……………………………………………………………………………………… 2

　　　府民力推進会議の運営…………………………………………………………………………………………………34

　　　ＮＰＯパートナーシップセンターの運営・開設……………………………………………………………………34

　　　ＮＰＯと行政等との交流事業の実施…………………………………………………………………………………34

　　　「ＮＰＯ協働ポータルサイト」の運営………………………………………………………………………………34

　　　京都地域創造ファンド推進事業の実施………………………………………………………………………………34

　　　「京の地域力」未来を担う人づくり推進事業の実施………………………………………………………………34

　（男女共同参画課）

　　　アクションプラン「女性発・地域元気力「わくわく」プラン」の推進………………………………………… 1

　　　ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催…………………………………………………………………………… 1

　　　ＫＹＯのあけぼの２１の配信………………………………………………………………………………………… 1

　　　京都府あけぼの賞の授与……………………………………………………………………………………………… 2

　　　女性チャレンジ相談の実施…………………………………………………………………………………………… 2

　　　女性チャレンジサイトの運営………………………………………………………………………………………… 3

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（チャレンジ支援講座）の開催…………………………………………………………… 3

　　　女性チャレンジオフィスの運営……………………………………………………………………………………… 3

　　　起業を目指す女性の交流サロンＣｏ-Ｃｏの開催…………………………………………………………………… 4

　　　男女共同参画推進本部の運営………………………………………………………………………………………… 6

　　　女性情報ネットワーク事業の実施…………………………………………………………………………………… 6

　　　女性労働相談の実施…………………………………………………………………………………………………… 9

　　　ワーク・ライフ・バランス推進の検討………………………………………………………………………………16

　　　地域内職センター等設置運営事業の実施……………………………………………………………………………19

　　　保育ルーム設置促進事業の実施………………………………………………………………………………………22

　　　男女共同参画センター相談事業の実施………………………………………………………………………………26

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（子育て・両立支援講座）の開催…………………………………………………………26

　　　地域団体育成事業の実施………………………………………………………………………………………………36

　　　ＫＹＯのあけぼの大学（地域講座）の開催…………………………………………………………………………36

　　　女性国内交流事業（女性の船）の実施………………………………………………………………………………36

　　　地域女性・わくわく支援事業の実施…………………………………………………………………………………36

　　　配偶者等からの暴力相談窓口の設置…………………………………………………………………………………39

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

　　　「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業の実施……………………………………………40

　　　ＫＹＯのあけぼのホームページ等の運営……………………………………………………………………………42

　　　情報提供事業の実施（男女共同参画センター）……………………………………………………………………43

　　　男女共同参画センター運営費の助成…………………………………………………………………………………48

　　　男女共同参画センターへの事業の委託………………………………………………………………………………48

　　　男女共同参画センターにおける情報発信機能の強化………………………………………………………………48

　　　男女共同参画企画セミナーの実施（男女共同参画センター）……………………………………………………48

　　　京都府市町村男女共同参画センターネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）……………………49

　　　男女共同参画審議会の開催……………………………………………………………………………………………49

　　　女性チャレンジネットワーク会議の開催……………………………………………………………………………50

　　　女性のための相談ネットワーク会議の開催（男女共同参画センター）…………………………………………50

　　　男女共同参画に関する意見交換会の開催……………………………………………………………………………50

　　　市町村担当課長会議等の開催…………………………………………………………………………………………50

　　　府及び市町村推進状況調査の実施……………………………………………………………………………………52

　　　苦情処理の受付・処理…………………………………………………………………………………………………53

　（青少年課）

　　　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施……………………………………………………………………27

　　　青少年すこやか体験活動サポート事業の実施………………………………………………………………………27

　　　青少年元気な活動支援事業の実施……………………………………………………………………………………27

　　　「京都府子ども議会」開催事業の実施………………………………………………………………………………43

　　　青少年社会環境浄化推進事業の実施…………………………………………………………………………………45

　（府民総合案内・相談センター）

　　　府民相談、府民無料法律相談等の実施………………………………………………………………………………38

　　　府民総合案内・相談センターの運営…………………………………………………………………………………38

　【平成22年度施策】

　（男女共同参画課）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　アクションプラン「子育て期の多様な働き方創造プラン」の策定………………………………………………14

５　文化環境部

　【平成21年度施策】

　（文化芸術室）

　　　新たな文化マーケット創出事業の実施………………………………………………………………………………30

　　　国民文化祭に向けた京都文化力向上事業の実施……………………………………………………………………30

　　　京都文化ベンチャーコンペティション開催事業の実施……………………………………………………………30

　　　こころの未来育み事業の実施…………………………………………………………………………………………31

　　　映画・映像人材育成事業の実施………………………………………………………………………………………31

　　　古典の日関連事業の実施………………………………………………………………………………………………31

　（スポーツ生涯学習室）

　　　生涯学習総合推進事業の実施…………………………………………………………………………………………43

　　　スポーツ指導者育成事業の実施………………………………………………………………………………………43

　　　京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業の実施…………………………………………………………44

　　　スポーツ振興事業の実施………………………………………………………………………………………………44

　（文教課）

　　　子育てサポートセンター事業の実施…………………………………………………………………………………21

　　　私立幼稚園預かり保育推進特別補助の実施…………………………………………………………………………22

　（国民文化祭準備課）

　　　「第26回国民文化祭・京都2011」開催準備の推進…………………………………………………………………32

６　健康福祉部

　【平成21年度施策】

　（こども未来課）

　　　京都府子育て支援表彰の実施………………………………………………………………………………………… 7

　　　安心保育推進の検討……………………………………………………………………………………………………16

　　　子育てサポートセンター事業の実施…………………………………………………………………………………21

　　　地域子育て支援拠点事業の実施………………………………………………………………………………………21

　　　「のびのび育つ」こども応援事業の実施……………………………………………………………………………21

　　　全国子育てひろば実践交流セミナーの開催…………………………………………………………………………21

　　　乳児保育促進事業の実施………………………………………………………………………………………………22

　　　一時保育等助成事業の実施……………………………………………………………………………………………22

　　　休日保育事業の実施……………………………………………………………………………………………………22

　　　多様な保育サービス推進事業の実施…………………………………………………………………………………22

　　　子育て支援特別対策の実施……………………………………………………………………………………………22

　　　きょうと子育て応援パスポート事業の実施…………………………………………………………………………27

　　　不妊治療給付事業助成の実施…………………………………………………………………………………………45

　　　妊婦出産・不妊ほっとコールの運営…………………………………………………………………………………45

　（家庭支援課）

　　　母子家庭等自立支援センター事業の実施……………………………………………………………………………12

　　　職業技能訓練給付金支給事業の実施…………………………………………………………………………………13

　　　家庭支援総合センター整備事業の実施………………………………………………………………………………21

　　　配偶者等からの暴力相談窓口の設置…………………………………………………………………………………39

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業の実施…………………………………………………………………39

　（健康対策課）

　　　府民健康づくり運動推進事業の実施…………………………………………………………………………………45

　　　がん予防対策事業の実施………………………………………………………………………………………………46

　　　エイズ・肝炎等対策事業の実施………………………………………………………………………………………46

　（医療課）

　　　総合周産期母子医療センター運営助成の実施………………………………………………………………………23

　　　周産期医療システム運営の実施………………………………………………………………………………………23

　　　小児救急医療体制整備事業の実施……………………………………………………………………………………23

　　　在宅医療連携体制整備推進事業の実施………………………………………………………………………………23

　　　医師確保対策事業の実施………………………………………………………………………………………………46

　　　看護職離職防止対策・再就業促進事業の実施………………………………………………………………………46

　（介護・福祉事業課）

　　　福祉人材バンク事業の実施……………………………………………………………………………………………13

　（障害者支援課）

　　　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業の実施……………………………………………………………………27

　　　発達障害者支援事業の実施……………………………………………………………………………………………28

　　　発達障害児早期発見、早期療育支援事業の実施……………………………………………………………………28

　（高齢者支援課）

　　　老人福祉施設整備費補助の実施………………………………………………………………………………………24

　　　きょうとお達者呼びかけ隊事業の実施………………………………………………………………………………24

　（医療企画課）

　　　子育て支援医療費助成事業の実施……………………………………………………………………………………23

　【平成22年度施策】

　（高齢者支援課）

　　　高齢者くらしのサポート事業の実施…………………………………………………………………………………26

　（医療企画課）

　　　子育て支援等福祉医療制度の充実検討………………………………………………………………………………25

　（福祉・援護課）

　　　生活福祉相談・就労支援の強化………………………………………………………………………………………14

　　　高齢者くらしのサポート事業の実施…………………………………………………………………………………26

　（こども未来課）

　　　安心保育推進事業の実施………………………………………………………………………………………………17

　　　子育てに優しい京都府づくり推進事業の実施………………………………………………………………………24

　　　延長保育事業の実施……………………………………………………………………………………………………25

　　　保育ママ支援事業の実施………………………………………………………………………………………………25

　　　きょうと子育て環境整備事業の実施…………………………………………………………………………………25

　　　きょうと婚活支援ネットワークづくり推進事業の実施……………………………………………………………29

　（家庭支援課）

　　　マザーズジョブカフェの設置・推進………………………………………………………………………………… 5

　　　母子家庭等緊急就職支援事業の実施…………………………………………………………………………………14

　　　家庭支援総合センターの開設…………………………………………………………………………………………24

　　　家庭支援充実強化対策の実施…………………………………………………………………………………………24

　　　南部及び北部家庭支援センターの整備………………………………………………………………………………40

　（健康対策課）

　　　子宮頸がん予防ワクチン接種事業費補助の実施……………………………………………………………………47

　（医療課）

　　　安心保育推進事業の実施………………………………………………………………………………………………17

　　　地域周産期母子医療センター運営助成の実施………………………………………………………………………25

　　　救急勤務医・産科医等確保支援事業の実施…………………………………………………………………………47

７　商工労働観光部

　【平成21年度施策】

　（総合就業支援室）

　　　女性再就職支援コーナーの設置……………………………………………………………………………………… 4

　　　就職力ステップアップ講座（就職力パワーアップ講座）の実施…………………………………………………11

　　　京都ジョブパーク事業の実施…………………………………………………………………………………………13

　（産業労働総務課）

　　　「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業の実施……………………………………………………19

　（経営支援課）

　　　「創業・経営承継支援融資」の実施…………………………………………………………………………………19
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