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（１）府庁女性職員等の積極的な採用・育成・登用の拡大

① 女性職員の登用等（継続）（人事課）
女性職員の意欲と能力を府政に生かすため、積極的な採用・登用を図る。
知事部局においては女性役職者２０％（平成２２年度）の目標を平成２０年４月に達成した。
女性管理職については、女性管理職比率１３．０％（平成２８年度）の目標に対し、平成２８年度

１３．２％となっており、平成２９年度に１５％以上の達成に向け、取り組んでいる。

② 審議会及び有識者会議等における女性委員の登用（継続）（男女共同参画課）
府の政策・方針決定に女性の意見等を適切に反映させるため、積極的改善措置として、審

議会及び有識者会議等の女性委員比率の目標を４０％（法令等による職務指定者を含む）とし、
女性委員の登用を図る。

（２）女性警察官の力を生かした「平安なでしこ交番」の運用促進等

① 「平安なでしこ交番」の運用を始めとする「女性の力」を生かした治安対策の推進（継続）
（警察本部会計課、装備課、警務課、地域課）

女性警察官の交番への配置を拡大し、地域防犯力の向上と被害者等への対応強化を図る
ため、交番の改修等を行った。

○「あけぼのプラン（第３次）後期施策」各重点分野に係る施策の実施状況

１ 政策・方針決定過程等への女性の参画の拡大

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
（１）施設整備
・「平安なでしこ交番」１交番に女性対応待機室
及び女性専用トイレを整備

・「平安なでしこ交番」以外の３交番についても
女性専用施設を整備（待機室及びトイレ２交
番、トイレのみ１交番）

（２）装備資機材整備
・耐刃防護衣２７着、帯革用サスペンダー２７本を
整備

（３）女性警察官を核とした地域住民との協働活動
の強化
・自治会、学校、商店街等へのステーション活
動の参画拡大
（平安なでしこ交番によるステーション活動
５，７４９回、参加人数７２，４９９人）
・女子大学生等との協働により、性犯罪被害防
止ＤＶＤ作成と管内危険箇所の点検を実施

（１）施設整備
・「平安なでしこ交番」４交番に女性対応待機室
及び女性専用トイレを整備

・「平安なでしこ交番」以外の７交番についても
女性専用施設を整備（待機室及びトイレ３交
番、待機室のみ１交番、トイレのみ３交番）

（２）装備資機材整備
・耐刃防護衣３０着、帯革用サスペンダー３０本を
整備

・小型軽量刺股を全平安なでしこ交番及び本部
執行隊に配備

（３）女性警察官を核とした地域住民との協働活動
の強化

・自治会、学校、商店街等へのステーション活
動の参画拡大
（平安なでしこ交番によるステーション活動
４，０３１回、参加人数３６，５６８人）
・高校との協働により、管内危険箇所点検及び
防犯マップ作りを実施（平成２７年中）
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② 女性の視点を一層反映した警察運営の推進（継続）（警察本部警務課）
女性の視点や力を警察運営に反映させることで、警察の組織力を質的に強化し、女性被害

者・相談者等へのより的確な対応を実施した。

（３）中小企業の事業主行動計画（女性活躍推進法に基づく）の策定促進

① 中小企業の事業主行動計画（女性活躍推進法に基づく）の策定促進（継続）（男女共同参画課）
中小企業における女性活躍の加速化を図るため、キャリアコンサルト等の資格を有する

「女性活躍応援マネージャー」が、勉強会の実施や企業訪問を通じて女性活躍推進法に基づ
く事業主行動計画の策定支援を実施。

（４）地域における女性参画のための市町村男女共同参画計画等策定

① 市町村における男女共同参画計画（継続）（男女共同参画課）
地域における男女共同参画を推進するため、全市町村における男女共同参画計画策定の

働きかけを実施。

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果

女性向けの採用・募集活動の強化
・女子学生向け体験型業務説明会「ウーマンポリ
ススクール」の開催
（２月、７月 参加人数 １３１人）
・京都府警察インターンシップの開催（８月初開
催 合計３回実施 延べ３２人うち女性１４人参加）
・「府民だより」に女性警察官の活躍を掲載

（平成２８年１２月末現在）

（１）犯罪被害者専用相談室等の充実
・警察本部、警察署に犯罪被害者専用相談室等
（３箇所）を整備し、全警察署の犯罪被害者専
用相談室等の整備を完了した。

（２）女性向けの採用・募集活動の強化
・女子学生向け就職セミナー「ウーマンポリス
スクール」の開催
（３月、７月 参加人数 １４１人）
・就職情報誌に女性警察職員の活躍情報等を掲
載

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
（１）事業主行動計画策定勉強会兼相談会（３回）

○第１回 ９月２３日（金）１０社参加
○第２回 調整中
○第３回 ３月１６日（木）開催予定

（２）女性活躍応援マネージャーによる企業訪問・
支援（平成２８年１２月末現在）
延べ１６０社訪問・支援

事業主行動計画策定勉強会・相談会
延べ１２８社参加

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
市町村男女共同参画担当課長会議
平成２８年５月１３日
市町村男女共同参画担当者意見交換会（北部）
平成２８年１０月２０日
市町村男女共同参画担当者意見交換会（南部）
平成２８年１０月２６日

２１市町村策定（２６市町村中）＜予定＞
（平成２９年３月末現在）

市町村男女共同参画担当課長会議
平成２７年４月２７日

２０市町村策定（２６市町村中）
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② 市町村における、女性活躍推進法に基づく推進計画（新規）（男女共同参画課）
地域の女性活躍を推進するため、女性活躍推進法第６条に基づき、各市町村は当該区域内

における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画を策定。（努力義
務）

③ 女性活躍推進市町村応援補助事業（継続）（男女共同参画課）
市町村における女性の活躍を迅速かつ重点的に推進するため、市町村が行う地域の実情

に応じた取組を支援。

平成２8年度実施状況
９市町村策定（２６市町村中） （平成２８年１２月末現在）

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
２市で実施
（１）京都市

「京で輝く！女性活躍推進プロジェクト」
「輝く女性応援京都会議」を中心に、経済団体
等と行政とが連携しながら、オール京都体制
により、女性活躍推進シンポジウム、若手女
性社員向けセミナー及び女子学生向けセミ
ナーを実施

（２）長岡京市
「女性活躍推進のためのワンストップ相談窓口」
社会で活躍したいと願う女性の自己実現を支
援するため、就業や起業、子育て支援、教育、
福祉などの分野横断的な情報提供をはじめ、
あらゆる女性の悩みや相談にワンストップで
対応する体制を整備

１市で実施
長岡京市
「女性活躍推進のためのワンストップ相談窓口」
社会で活躍したいと願う女性の自己実現を支援す
るため、就業や起業、子育て支援、教育、福祉な
どの分野横断的な情報提供をはじめ、あらゆる女
性の悩みや相談にワンストップで対応する体制を
整備
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（５）専門職への女性の参画の推進

① 輝く女性応援京都会議（継続）（男女共同参画課）
平成２７年３月、経済団体等と行政（京都府・京都市・京都労働局）とが連携し、京都にお
ける女性の活躍を加速化させるための推進組織「輝く女性応援京都会議」が発足。本会議で
採択した４つの行動宣言に基づく推進計画「京都女性活躍応援計画」を平成２８年３月に策定
した。

② 女性の活躍実態調査及び事例集の作成（継続）（男女共同参画課）
京都企業における女性の活躍に係る実態調査を実施し、「輝く女性応援京都会議」で策定

する推進計画の検討に活用するとともに、調査内容や企業への取材結果を基に、女性の活躍
事例集及びホームページを作成し、府内の企業へ発信することにより、各社の取組に資する
ことを目的とする。

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
＜企画委員会＞
○第１回
日時：平成２８年７月２５日
場所：ホテル日航プリンセス京都
内容：
（１）京都ウィメンズベース（仮称）の開設につ

いて
（２）平成２８年度の女性活躍推進の取組について
○第２回
日時：平成２８年１１月７日
場所：ホテル日航プリンセス京都
内容：
（１）京都ウィメンズベース登録企業の募集につ

いて
（２）女性活躍推進に係る今年度の取組の進捗と

来年度の取組について
○第３回
平成２９年３月３０日実施予定

＜企画委員会＞
○第１回
日時：平成２７年７月２９日
場所：ホテル日航プリンセス京都
内容：
（１）女性活躍推進に係る平成２７年度の取組につ

いて
（２）輝く女性応援京都会議「推進計画」（骨子案）

について
○第２回
日時：平成２７年１０月２６日
場所：ホテル日航プリンセス京都
内容：輝く女性応援京都会議「推進計画」（案）

について
○第３回
日時：平成２８年１月１８日
場所：ホテル日航プリンセス京都
内容：輝く女性応援京都会議「推進計画」（案）

について
○第４回
日時：平成２８年３月３日
場所：ホテル日航プリンセス京都
内容：輝く女性応援京都会議「推進計画」（案）

について
＜本会議＞
日時：平成２８年３月２５日
場所：京都ホテルオークラ
内容：輝く女性応援京都会議の平成２８年度の取

組について

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
（１）女性の活躍実態調査

府内の従業員３０人以上の企業１，０００社を対象
に調査を実施

（２）女性の活躍事例集
１，０００部発行予定

（１）女性の活躍実態調査
府内の従業員３０人以上３００名以下の企業１，０００
社を対象に調査を実施

（２）女性の活躍事例集
５，０００部発行
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③ 輝く女性応援補助事業（継続）（男女共同参画課）
地域や職場で女性が輝くためのアイデアを広く募集・選考の上、取組に係る経費を補助した。

④ ワーク・ライフ・バランスの推進（継続）（男女共同参画課）
府民一人ひとりが、ワーク・ライフ・バランスを実現できる豊かな社会を目指し、経営者

団体、労働団体等と連携して効果的に推進した。

⑤ 企業を超えた女性活躍研修（継続）（男女共同参画課）

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
地域における女性の活躍の推進を図るための事業
１４件
職場における女性の活躍の推進を図るための事業
１４件

地域における女性の活躍の推進を図るための事業
１８件
職場における女性の活躍の推進を図るための事業
１１件

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
（１）京都ワーク・ライフ・バランスセンターを拠

点に、中小企業の取組や府民への啓発活動、
地域参加を促進

（２）ワーク・ライフ・バランス企業応援チームによ
る中小企業の取組支援（平成２８年１２月末現在）
「京都モデル」ワーク･ライフ･バランス推進企
業認証制度
宣言企業 ２２１社（累計 ２，５５６社）
認証企業 ６０社（累計 ３０６社）

（３）働き方の見直し支援
・働き方の見直しのための専門家（社労士）の
派遣 １９社（平成２８年１２月末現在）

（４）京都ワーク・ライフ・バランスウィークの設
定などによる府民への啓発活動

（５）京都ワーク・ライフ・バランス推進企業フェ
ア
平成２８年１１月２８日 参加企業３０社 １６９人 来場

（１）京都ワーク・ライフ・バランスセンターを拠
点に、中小企業の取組や府民への啓発活動、
地域参加を促進

（２）ワーク・ライフ・バランス企業応援チームに
よる中小企業の取組支援
「京都モデル」ワーク･ライフ･バランス推進企
業認証制度
宣言企業 １８５社（累計 ２，３３５社）
認証企業 ４１社（累計 ２４６社）

（３）働き方の見直し支援
・働き方の見直しのための専門家（社労士）の
派遣 ３０社

（４）京都ワーク・ライフ・バランスウィークの設
定などによる府民への啓発活動

（５）京都ワーク・ライフ・バランス推進企業フェ
ア
平成２７年１１月２５日 参加企業２９社 １１４人 来場

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
＜キャリアの各段階別＞
（１）若手女性社員向け研修

京都市 平成２８年９月１５日、１０月１３日、
１１月１０日 延べ５０名参加

綾部市 平成２８年１０月１９日、１１月１６日、
１２月１４日 延べ３４名参加

（２）管理職予備層向け研修
京都市 平成２８年１２月１５日、

平成２９年１月１９日、２月１６日
（３）女子高生のためのフューチャーフォーラム

木津川市 平成２８年１１月５日 ２４名参加
京都市 平成２８年２月１９日 ２５名参加

＜目的・課題別＞
（１）経営層向け意識改革

京都ウィメンズベースキックオフセミナー
平成２８年８月２６日 １５８名参加

（２）管理職・人事担当者向け研修
京都市 平成２８年１１月１０日 １９名参加
綾部市 平成２８年１２月１４日 ９名参加

（３）育休・産休復帰支援
京都市 平成２９年３月４日開催予定
八幡市 平成２９年２月１８日６名参加

・女子シャインcheers！
メンター講座 １８回、３５２名参加

・｢輝く女性応援京都会議｣人事部事業
（１）経営者向け意識改革セミナー

９９社、１１５名参加
（２）女性社員向けネクストリーダー研修

２期各３回、延べ１８１名参加
（３）管理職ダイバーシティマネジメント研修

３回、延べ３２名参加
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⑥ 福祉人材バンク事業（継続）（介護・地域福祉課）
「福祉人材バンク」（京都府社会福祉協議会内）を設置し、福祉人材に関する無料職業紹介
及び福祉事業従事希望者に対する説明会、学生向け就職ガイダンス等を実施した。

⑦ 医師確保対策事業（継続）（医療課）
医師の確保が困難な地域等における医療体制を確保するため、病・学・公が連携し、総合

的な医師確保対策を実施した。
（１）地域医療支援センターの設置（医師の研修プログラムの作成等による医師確保）
（２）医師バンクの充実（中堅医師、指導医、若手医師の確保及び女性医師等の復職支援等）
（３）地域医療を担う若手医師の育成（地域医療確保奨学金制度実施及び地域医療を担う医学

生の育成）

⑧ 看護職離職防止対策・再就職促進事業（継続）（医療課）
看護師等の離職防止・定着化及び再就業を支援することにより、安全な医療体制に必要な

看護職員を確保した。

⑨ 産科医等確保支援事業（継続）（医療課）
地域の産科医療を確保するため、産科医等に対する支援を実施するなど、地域医療体制の

充実を図った。

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果

継 続

（１）無料職業紹介
センター求職者来所数 延べ １，５８７名
求職登録者数 ２，７７７名
あっせん件数 ５５１名
就職成立件数 ３５９名

（２）説明会（福祉職場就職フェア）
開催回数 ２回 参加者数 ８３８名
就職内定者数 １９０名

（３）地域別福祉職場就職フェア
開催回数 ４回 参加者数 １９６名

（４）学生向け就職ガイダンス
開催回数 １０回 参加者数 ４１３名

（５）潜在有資格者再就業支援
求職登録者数 ５２５名 就職成立件数 ８２名



－２３－

（１）地域の若年層や専業主婦等の意見を聞く仕組みづくり

① 輝く女性地域プラットフォーム推進事業（継続）（男女共同参画課）
府内全域で女性の活躍を促進するため、地域の女性のネットワーク化と、地域で女性が活

躍できる環境づくり等のための取組を企画するプラットフォームづくりを推進した。

② 男女共同参画に関する意見交換会（継続）（男女共同参画課）
幅広い団体との連携と相互交流を促進し、男女共同参画の推進を図るため、「男女共同参
画に関する意見交換会」を開催した。

③ 府民力推進会議（継続）（府民力推進課）
地域力再生及び府民参画・協働推進に係る施策の検討等のため、研究会及び会議を実施し

た。

（２）地域で女性が活躍できる環境づくりに向けたネットワーク構築と取組支援

① 女性リーダー育成事業（京都府女性の船）（継続）（男女共同参画課）
地域や職場でリーダーとなって活躍する女性を育成するため、公募した女性たちを北海

道に派遣し、船上研修、訪問地研修を行った。

② 女性の登用促進のための団体等への働きかけ（継続）（男女共同参画課）
女性の登用が十分進んでいない分野の機関・団体等に対して、登用促進についての働きか

けを行った。

２ 家庭・地域における男女共同参画の推進

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
設置箇所数：府内６箇所

（各広域振興局、京都市、乙訓地域）
開 催 実 績：各地域６回程度会議を開催し、地域

課題の抽出と取組企画を実施。
成 果：６地域において事業を実施。

延べ参加人数 ２５０人
（平成２８年１２月末現在）

設置箇所数：府内６箇所
（各広域振興局、京都市、乙訓地域）

開 催 実 績：各地域６回程度会議を開催し、地域
課題の抽出と取組企画を実施。

成 果：６地域において事業を実施。
延べ参加人数 ３７０人

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
開 催 日 平成２９年２月２７日実施予定
場 所 京都ガーデンパレス
出席団体数 ２０団体程度（予定）

開 催 日 平成２８年１月１５日
場 所 京都平安ホテル
出席団体数 ２１団体

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
参加者数 ８７名参加者数 ７５名



－２４－

③ 地域女性リーダー研修講座（継続）（社会教育課）
女性の主体的な学習活動や社会参加の促進に向けて、地域でリーダーとして活躍する女

性の実践力の向上を図った。

④ 輝く女性応援補助事業（継続・再掲）（男女共同参画課）

⑤ 地域団体育成事業（継続）（男女共同参画課）
女性団体の実施する男女共同参画推進のための事業等に助成した。

⑥ 地域力再生プロジェクト（継続）（府民力推進課）
公共性のある地域課題の解決のため、多様な主体が自主的に取り組む活動を地域力再生

活動として支援し、府内全域での活発化と拡がりの実現を図った。

⑦ ＮＰＯ活動支援融資事業（継続）（府民力推進課）
地域の課題解決や活性化の担い手であるＮＰＯ等の社会貢献活動を支援するため、「京都府

府民の力応援基金」を活用したＮＰＯ法人向け無利子融資「きょうとＮＰＯ支援連携融資制度」
を公益財団法人京都地域創造基金及び金融機関との協議により実施した。（２５年度に京都市
との協調で融資制度を拡充）

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
参加者数 ７９名参加者数 ８５名

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
継 続助成団体数 ６団体 ８事業

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
（１）地域力再生プロジェクト支援事業交付金

地域住民が協働して自主的に地域課題に取り
組む地域力再生活動、広域的な課題や地域の
複合的な課題等の解決を図るため、多様な主
体の協働・連携により取り組む地域力再生活
動を支援
（交付件数４１９件）（平成２８年１２月末現在）

（２）ＮＰＯパートナーシップセンターの運営
ＮＰＯと行政等との交流・連携・協働の拠点と
して、府内の各センターを運営

（３）地域力再生プロジェクト推進事業
地域力再生プラットフォームの構築等
（９２プラットフォーム）

（１）地域力再生プロジェクト支援事業交付金
地域住民が協働して自主的に地域課題に取り
組む地域力再生活動、広域的な課題や地域の
複合的な課題等の解決を図るため、多様な主
体の協働・連携により取り組む地域力再生活
動を支援
（交付件数５１１件）

（２）ＮＰＯパートナーシップセンターの運営
ＮＰＯと行政等との交流・連携・協働の拠点と
して、府内の各センターを運営

（３）地域力再生プロジェクト推進事業
地域力再生プラットフォームの構築等
（９８プラットフォーム、２１７事業）

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果

融 資 １件

＜きょうとＮＰＯ支援連携融資制度＞
融資限度額 １法人につき５００万円以内
利 率 年２．０％（固定）

京都府及び京都市の補助により、借
入時の元本３００万円まで実質無利子、
３００万円超～５００万円まで実質金利１％

融 資 １０件



－２５－

⑧ 「プロボノ」を活かした地域力応援事業（継続）（府民力推進課）
複雑化・高度化する地域課題に対して、地域力再生活動団体の解決能力の向上を図るた

め、高度な専門知識や能力を有する専門家をプロボノとして地域力再生活動団体に派遣し、
課題解決に向けた指導や支援を展開した。

（３）地域の多様な主体による京都地域力ビジネスの拡大

① 京都地域力ビジネス支援事業費（継続）（地域力ビジネス課）
地域課題を解決するために、ビジネス的な手法により新しい仕事や働き方で、自分たちの

手で継続的なまちづくりに取り組む京都地域力ビジネス（京都ちーびず）を支援した。

② 「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業（継続）（地域力ビジネス課）
「地域力の再生」を図るため、地域特産品や観光資源を活用した創業、商店街の活性化や
福祉・環境・子育て支援など地域の課題を解決する京都地域力ビジネスへの取組の事業化な
ど、新たな事業の創出や中小企業者等の新分野への進出を支援した。

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
「第２回京都プロボノ大交流会」の開催
（参加者数：２０人）
プロボノ人材登録者数 １７８人、４６７団体
支援案件数 １２案件 （平成２８年１２月末現在）

「第１回京都プロボノ大交流会」の開催
（参加者数３６人）
プロボノ人材登録者数 １３６人
支援案件数 １８案件

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
（１）府民協働による京都ちーびず普及事業
・ちーびず推進員を１０名に増員
・「府庁女子ちーびず応援チーム」規模拡大
・ちーびず推進拠点や府庁マルシェにおいて、
物産品販売や交流会を開催

（２）応援ネットワークによる運営支援
・応援カフェ等の開催 １４回 参加者４１８人
・ハンズオン支援の実施 １２９件

（３）地域力再生プロジェクト支援事業交付金
（地域力ビジネスプログラム）
地域力再生活動団体等が地域課題を解決する
ために、ビジネス的手法を用いて取り組む事
業を支援
女性・高齢者のための特別枠を新設
支援件数 ３４件
（内 立ち上げ支援プログラム１件）

（１）府民協働による京都ちーびず普及事業
・府内各地域に８名のちーびず推進員を配置
・部局横断的な「府庁女子ちーびず応援チーム」
が各分野でのちーびずチャレンジを推進

・プレミアム商品券事業の活用により、ちーび
ずを集中的・効果的にＰＲ

（２）応援ネットワークによる運営支援
・応援カフェ等の開催 １９回 参加者６０２人
・ハンズオン支援の実施 １１６件

（３）地域力再生プロジェクト支援事業交付金
（地域力ビジネスプログラム）
地域力再生活動団体等が地域課題を解決する
ために、ビジネス的手法を用いて取り組む事
業を支援
交付件数 ５１件
（内 立ち上げ支援プログラム ９件）

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
助成事業者 ３１事業者 ７１，５７９千円
ハンズオン支援事業を併せて実施
（１）専門家派遣による経営指導の実施

専門家による支援
支援機関職員による経営指導
専門家による申請書作成個別指導
ファンド経営塾専門家派遣

（２）セミナーの開催による普及・啓発

助成事業者 ３３事業者 ７２，６６１千円
ハンズオン支援事業を併せて実施
（１）専門家派遣による経営指導の実施

専門家による支援件数 ３４件
支援機関職員による経営指導件数 ３３件
専門家による申請書作成個別指導件数 １７件
ファンド経営塾専門家派遣 ３件

（２）セミナーの開催による普及・啓発
参加者数 １０９名



－２６－

（４）女性の起業等の参加促進、女性農業者の就業環境整備

① らら京都 手づくり市（継続）（男女共同参画課、男女共同参画センター）
コミュニティビジネスなどの起業を目指す女性たちの実践とネットワークづくりの場と

して、手づくり市を定期的に開催し、女性のチャレンジ拠点を創出した。
また、出店者が主体で自分の商品のＰＲの場となるよう企画・運営し、周辺地域の住民も
楽しめる新年フェスタ等を開催した。

② 女性の起業・経営相談（継続）（男女共同参画課、男女共同参画センター）
起業や経営の支援のために、中小企業診断士等が応じる専門窓口を開設した。

③ 京都女性起業家賞（アントレプレナー賞）（継続）（男女共同参画課）
新たなビジネスを提唱する女性からの提案を全国から公募し、女性の起業モデルとなる

提案を顕彰するとともに事業化を支援した。

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
〔手づくり市〕
継 続

〔クリスマス会〕
開 催 日 １２月１８日（日）
場 所 京都テルサホール、中庭
出 店 数 ４２店舗
出 店 品 ・手づくり品、加工食品、野菜等

・現地調理による模擬店
・ワークショップ

舞台等企画 ・オープニング：京都市立凌風学園
吹奏楽部

・着物リメイク作品ファッションショー
・京都をイメージしたオリジナルソング
・クリスマスソングを歌いましょう

〔手づくり市〕
開 催 日 第３土曜日（７月は、台風のため中

止・８月は、ほっこりマーケット・
９月はＳＫＹふれあいフェスティバル
出店・１１月は、ＫＹＯのあけぼのフェ
スティバル出店）

場 所 京都テルサ玄関前
出 店 数 ２３１店舗
〔新年フェスタ〕
開 催 日 １月１６日（土）
場 所 京都テルサホール、中庭
出 店 数 ４５店舗
出 店 品 ・手づくり品、加工食品、野菜等

・現地調理による模擬店
・ワークショップ

舞台等企画 ・オープニング：京都市立凌風学園
吹奏楽部・魅惑の変身・南京玉す
だれ・ヒップホップダンス・餅つき

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
開 催 日 毎月第１月曜日午後

毎月第３木曜日午後
相談件数 ５２件 （平成２８年１２月末現在）

開 催 日 毎月第１月曜日午後
毎月第３木曜日午後

相談件数 ７１件

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
応募期間 平成２８年６月１日～８月３１日
応募件数 ４１件（京都府３８件、他府県３件）
授 賞 式 平成２９年２月１９日
受 賞 京都府知事賞最優秀賞他７件

応募期間 平成２７年６月１日～８月３１日
応募件数 ４１件（京都府３７件、他府県４件）
授 賞 式 平成２８年３月１１日
受 賞 京都府知事賞最優秀賞他７件



－２７－

④ 女性アントレプレナー支援事業（継続）（男女共同参画課）
女性の起業モデルの事業化や、ビジネスマッチングフェアによる販路拡大、ロールモデ

ル・取引先、女性起業家同士等のネットワーク構築を支援することで、地方創生を担う女性
起業家の育成を図った。

⑤ 女性チャレンジオフィス（継続）（男女共同参画課、男女共同参画センター）
起業を目指す女性向けインキュベーション施設「女性チャレンジオフィス」を府男女共同

参画センターに設置した。

⑥ 起業をめざす女性の交流サロン・Co-Co（継続）（男女共同参画課、
男女共同参画センター）

起業を目指す女性たちに、起業に必要な情報収集や交流のできる機会を提供した。

平成２８年度実施状況平成２7年度実施結果
（１）女性のビジネスプラン事業化支援

ビジネスモデルとして７事業者を支援
（２）女性起業家交流会

名称：InnovationByWoman
日時：平成２８年１０月１１日（火）
場所：京都リサーチパーク
内容：先輩起業家体験談、交流会
参加：バイヤー、企業、起業家、大学、近畿

経済産業局等の支援者等 ７２名
（３）女性起業家支援のためのワークショップ（予定）

名称：京都InnovationByWoman
日時：平成２９年３月４日（土）
場所：京都リサーチパーク
内容：ミニセミナー、アイデアブラッシュ

アップ
定員：５０名

（１）女性のビジネスプラン事業化支援
ビジネスモデルとして11事業者へ委託

（２）女性起業家の育成型ビジネス交流フェア
名称：Women’sBusinessMatchinngFair

inKyoto
日時：平成２７年１１月１３日（金）
場所：ウエスティン都ホテル京都
出展：京都の女性起業家のブース 他４７ブース
参加：バイヤー、企業、起業家、大学、近畿

経済産業局等の支援者等 ２６０名
（３）女性起業家のネットワーク構築支援

名称：京都×InnovationByWoman（夏の女
性起業家交流会 inKyoto）

日時：平成２７年８月２７日（木）
場所：京都私学会館
参加：起業をしている、または起業を目指す

京都府内の女性 ２８名
独立系ベンチャーキャピタル、近畿経
済産業局等支援者 ７名

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
設 置 ５区画（６．２m２：２区画、４．８m２：３区画）
入 居 ４団体（平成２８年１２月末現在）

設 置 ５区画（６．２m２：２区画、４．８m２：３区画）
入 居 ２団体

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
開 催 ７回開催
会 場 府男女共同参画センター
参加者数 延べ５９名（平成２８年１２月末現在）

開 催 １０回開催
会 場 府男女共同参画センター
参加者数 延べ ７０名



－２８－

⑦ らら京都 創業スクール（継続）（男女共同参画課、男女共同参画センター）
起業家を目指す女性を対象に、経営に関する知識とノウハウを学び、女性ならではの視点

を活かしたビジネスプランの作成を支援し、創業につなげる。

⑧ 輝く女性応援京都会議（継続・再掲）（男女共同参画課）

⑨ 京都・文化ベンチャーコンペティション（継続）（文化芸術振興課）
これまで培ってきた京都の文化、芸術を新たな角度から捉え、新しい生活の輝きを生み出

す独創的な「知恵」を募集し、しっかり育てていく「京都・文化ベンチャーコンペティショ
ン」を開催。文化や芸術から新たなビジネスを提唱し、京都全体の文化力を高め、いきいき
とした京都を創出した。
※全国初の「文化」をテーマとした起業コンペティションの開催

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
開催日 ９月１０日～１０月２２日の毎週土曜日

（７日間）（他に体験講座：８月２７日）
場 所 京都テルサ
受講者 ２１名
研修カリキュラム
＜基礎編＞
・地域の女性創業者による体験談・ビジネスモ
デルの作成準備
・創業のビジョンとビジネスモデル・会計の基
礎知識・マーケティングの基礎知識
・営業、販売戦略・税務、法務・資金調達と公
的支援制度の活用
＜実践編＞
・ビジネスモデルの作成ワークショップⅠ、
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ・ｗｅｂマーケティング
・「京おんな」女性事業家のパワーレッスン・セ
ルフブランディング・プレゼンテーション
・ビジネスモデル発表

開催日 ９月１９日～１０月３１日の毎週土曜日
（７日間）（他に体験講座：９月５日）

場 所 京都テルサ
受講者 ３０名
研修カリキュラム
＜基礎編＞
・地域の女性創業者による体験談・ビジネス
モデルの作成準備

・創業のビジョンとビジネスモデル・会計の基礎
知識・マーケティングの基礎知識

・営業、販売戦略・税務、法務・資金調達と公
的支援制度の活用

＜実践編＞
・ビジネスモデルの作成ワークショップⅠ、
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ・ｗｅｂマーケティング

・「京おんな」女性事業家のパワーレッスン・セ
ルフブランディング・プレゼンテーション

・ビジネスモデル発表

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
募集期間 平成２８年６月１日～９月１５日
応募件数 ４３１件
最終審査 平成２９年２月１９日

（公開プレゼンテーション）

募集期間 平成２７年６月８日～９月１８日
応募件数 ４７６件
最終審査 平成２８年２月２８日

（公開プレゼンテーション）
受 賞 者 最優秀賞 京都府立桂高等学校京の伝

統野菜を守る研究班
優 秀 賞 青木聡子／筒描屋 toko，
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⑩ 文化創造マーケット事業（継続）（文化芸術振興課）
若手作家・職人と鑑賞者（買い手）との出会いの場の創設等を図るため、京都文化博物館

別館等で、作品を自由に展示販売することのできる「京都アートフリーマーケット」を開催
した。

⑪ 開業・経営承継支援資金（継続）（商業・経営支援課）
自らの経験・技術を生かして新たに事業を開始しようとする方の開業資金や経営環境の著

しい変化に対処できるよう新技術・新製品の開発、企業化や新規需要の開拓、独自の技術等
を生かした新たな事業展開などに必要な資金を、低利、固定で融資する制度を実施した。

⑫ 地域ビジネスサポート推進事業（継続）（商業・経営支援課）
地域経済の拡大やニーズの高度・専門・多様・広域化などの対応や、地域の活性化を積極

的に支援する機能を兼ね備えた地域経済の広域拠点となる地域ビジネスサポートセンター
（府内９箇所）を設置し、創業・経営革新及びコミュニティビジネス等の支援を行った。

⑬ 京都ものづくりフェア（継続）（労働・雇用政策課）
京都のものづくり産業とその優れた技術・技能を紹介することにより「ものづくり」への

関心を高めるとともに、京都府産業の振興と技能尊重の気運醸成を図った。

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
（１）京都アートフリーマーケット２０１６秋

開催期間 平成２８年９月１９日～２１日
開催場所 京都府京都文化博物館別館及び周辺
出展者数 １２２グループ（１２２ブース）
来場者数 ２５，１６７名（３日間計）

（２）京都アートフリーマーケット２０１７春
開催期間 平成２９年３月１８日～２０日
開催場所 京都府京都文化博物館別館及び周辺

（１）京都アートフリーマーケット２０１５秋
開催期間 平成２７年９月１９日～２１日
開催場所 京都府京都文化博物館別館及び周辺
出展者数 １３３グループ（１３３ブース）
来場者数 ４５，４５７名（３日間計）

（２）京都アートフリーマーケット２０１６春
開催期間 平成２８年３月１９日～２１日
開催場所 京都府京都文化博物館別館及び周辺
出展者数 １１１グループ（１１１ブース）
来場者数 ２７，９９６名（３日間計）

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
（開業・経営承継支援資金）
融資件数 ７４件
総 額 ３３７，３１０千円 (平成２８年１１月末現在)

（創業・経営承継支援融資）
融資件数 １０１件
総 額 ４７１，７８０千円

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
継 続相談指導 ３，２０７件

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
開 催 日 平成２８年１１月１２日～１３日
会 場 府総合見本市会館（パルスプラザ）

（京都市伏見区）
参加団体 ９９団体
入場者数 ３１，０００名

開 催 日 平成２７年１１月７日～８日
会 場 府総合見本市会館（パルスプラザ）

（京都市伏見区）
参加団体 ９９団体
入場者数 ３１，０００名
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⑭ 起業家セミナー（継続）（ものづくり振興課）
（公財）京都産業２１とともに、起業に関する各種セミナー「起業家セミナー」を開催した。

⑮ 京都中小企業成長促進等総合支援事業（継続）（ものづくり振興課）
（公財）京都産業２１が行う次の事業に対して助成した。
・支援体制整備事業（ビジネススーパーバイザー、ベンチャー事業可能性評価委員会の設置
等）

・窓口相談・専門家派遣事業
・人材育成・情報提供事業（研修・講座・セミナー・交流会の開催、調査分析、取引情報の
提供等）

⑯ CreativeKYOTOクリエイター育成事業（継続）（ものづくり振興課）
コンテンツ産業及びクリエートの活動支援、映画制作に携わる国内外の若手人材（クリ

エーター）を対象にしたワークショップなどを実施した。

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
日 時 平成２８年９月２１日～１２月１日

（うち５日間開催）
会 場 アクアミーティングスペース渋谷

神田Shareoffice&Apartmentビル他
内 容 首都圏におけるUIJターン啓発セミナー

インキュベーション施設連携創業セミナー
参加者 １５２名（男性９１名、女性６１名）

日 時 平成２７年１０月１７日～１２月５日
（うち７日間開催）

会 場 京都府産業支援センター
内 容 基調講演

「私の起業体験記」ケアコミュニティ株式
会社 代表取締役 松野修典 他

参加者 ３８名（男性２４名、女性１４名）

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果

継 続
相談件数 １３，５６４件
専門家派遣延べ件数 ２４７件
研修・セミナー等延べ参加者数 ４４６件

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
＜京都フィルムメーカーズラボ：ハンズオン時代劇＞
開催日 平成２８年１０月２９日～１１月３日
会 場 東映京都撮影所、松竹撮影所、

京都文化博物館等
参加者 国内外の若手クリエーター４４名

＜京都フィルムメーカーズラボ：ハンズオン時代劇＞
開催日 平成２７年１０月２５日～２８日
会 場 東映京都撮影所、松竹撮影所、

京都文化博物館等
参加者 国内外の若手クリエーター４０名
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⑰ 京都農人材育成センター事業（新規）（経営支援・担い手育成課）
「農林水産業ジョブカフェ」「担い手養成実践農場」により、新規就農・就業の相談から体
験・研修・就農・就業までを支援するとともに、就農後の経営の段階に応じた経営ノウハウ
習得を目指す研修により農業経営の発展を支援。

⑱ 元気な女性雇用促進事業（新規）（経営支援・担い手育成課）
女性の雇用を促進し、農業ビジネスや経営規模拡大に取り組む農業経営体等に対して支

援。

⑲ 農村女性育成事業（継続）（流通・ブランド戦略課）
農村女性の地位向上、社会経営への参画及び女性が活動しやすい環境づくりのため、男女

共同参画に向けた技術・経営に関する研修の実施、農村女性の組織活動支援等を実施した。

⑳ 「命の里」農山漁村里力再生事業（継続）（農村振興課）
過疎化・高齢化集落を含む農山漁村地域の複数集落による連携組織の設立や、里力再生計

画の策定、計画に基づく協働活動（住民の暮らしを守る高齢者サロンや福祉輸送などの活動
を含む）の実施等を、地域リーダーだけでなく地域に住む皆さんの意見を聞きながらきめ細
かく支援し、過疎化・高齢化の進む農山漁村地域の活性化を図った。

平成２８年度実施状況
【農林水産業ジョブカフェ】
・就農相談 ５４２名（女性７７名）（平成２８年１２月末現在）
【実践農場】
・就農に向けた農業実践研修を新たに開始 ７名（女性０名）（平成２８年１２月末現在）
【経営研修】
・「就農直後フォロー研修」：就農直後の安定した生産や経営をフォローする研修

９名（女性０名）（平成２８年１２月末現在）
・「農業経営塾」：認定農業者を目指す農業者や認定後の計画実現を目指す研修

４名（女性１名）（平成２８年１２月末現在）
・「農企業者育成研修」：法人化などで企業的農業経営のための計画づくりを目指す農業者及び経営者の
研修 ３名（女性０名）（平成２８年１２月末現在）
・「リーダー養成研修」：農業法人の中核を担うリーダーとして企画や改善プランに繋がる研修

８名（女性０名）（平成２８年１２月末現在）

平成２８年度実施状況
女性の就労環境向上のための施設整備等の支援経営体数 ２件 （平成２８年１２月末現在）

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
能力向上研修等を開催 ７回
女性農業士認定数（新規）５名
家族経営協定数（新規）集計中

（平成２８年１２月現在）

能力向上研修等を開催 １４回
女性農業士認定数（新規）７名
家族経営協定数（新規）５件

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
実施箇所 府内４９地区 （平成２８年１０月末現在）実施箇所 府内４８地区
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蔚 農林水産フェスティバル（継続）（流通・ブランド戦略課）
農山漁村女性グループ等による、ふるさとの味の販売、府内産農林水産物の展示・販売、

食の安心・安全に関する取り組みのパネル展示等を実施した。

（５）府男女共同参画センター等による地域活動に意欲のある女性への支援等

① KYOのあけぼのフェスティバル（継続）（男女共同参画課、男女共同参画センター）
男女が社会の対等な構成員としてさまざまな活動に参画できる男女共同参画社会を推進

するため、KYOのあけぼのフェスティバルを開催した。

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
開 催 日 平成２８年１１月２６日～１１月２７日
会 場 京都府総合見本市会館
来場者数 ４４，０００名

開 催 日 平成２７年１１月２８日～１１月２９日
会 場 京都府総合見本市会館
来場者数 ４９，０００名

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
開催日 平成２８年１０月２９日
会 場 京都テルサ（京都市南区）
内 容 女性活躍による地域創生取組事例発表

（パネリスト：京都府連合婦人会、京都府
女性の船「ステップあけぼの」）
あけぼの賞表彰式、ワークショップ、あ
けぼのバザール 等
参加者数１，５００名

開催日 平成２７年１１月２１日
会 場 京都テルサ（京都市南区）
内 容 講演（演題：バレーボールをとおして学

んだこと、講師：大村加奈子・元バレー
ボール全日本代表／京都府立北嵯峨高等
学校教諭）
あけぼの賞表彰式、ワークショップ、あ
けぼのバザール等
参加者数 １，５００名
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（１）女性の再就業支援及び職業訓練

① 京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営（継続）
（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

府男女共同参画センター内に設置する京都ジョブパークマザーズジョブカフェにおいて、
保育所、子育て支援サービス情報の提供からカウンセリング、職業紹介、就職に役立つセミ
ナーや訓練など子育てと就業を一体的に支援した。

② 北京都ジョブパークの運営（継続）（総合就業支援室）
京都ジョブパーク北部サテライトとマザーズジョブカフェ北部サテライトを移転・統合

し、幅広い求職者に対して、相談から就労訓練、マッチング、定着支援までワンストップの
支援体制を整備した。
※平成２６年４月２０日まで「京都ジョブパーク北部サテライト」として運営

③ 北京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営（継続）
（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

市民交流プラザふくちやまに移転した北京都ジョブパークマザーズジョブカフェにおい
て、就業相談や就業に係る保育相談を実施し、女性の再就職を支援した。
また、府内の北部、南部地域への巡回相談を実施した。

３ 働く場における男女共同参画の推進

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
延利用者数 １７，６３１人
保育ルーム等を利用した子どもの人数 ２，７１８人

（平成２８年１２月末現在）

延利用者数 ２３，８９９人
保育ルーム等を利用した子どもの人数５，２１２人

平成２８年度実施状況平成２７年度実施結果
１，８７０名
６，６１６名
１１，００９名
１６，０５２名
９２０名

（平成２８年１２月末現在）

２，９２０名
８，１０８名
１５，９３０名
２２，１３１名
１，４４９名

新規登録者数
実来所者数
延べ相談数
延べ利用者数
就職内定者数

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
延利用者数 ２，０３１人
保育ルームを利用した子どもの人数 １，３１０人
巡回相談利用者数 １４０人（北部８７人 南部５３人）
（１）北部地域：峰山、宮津、綾部、舞鶴のハロー

ワーク、舞鶴市就業支援センター
で各々月１回実施

（２）南部地域：ハローワーク宇治、ゆめりあうじ、
ハローワークプラザかめおかで
各々月１回実施

（平成２８年１２月末現在）

延利用者数 ２，１８４人
保育ルームを利用した子どもの人数 ２，００６人
巡回相談利用者数 １５０人（北部９７人 南部５３人）
（１）北部地域：峰山、宮津、綾部、舞鶴のハロー

ワーク、舞鶴市就業支援センター
で各々月１回実施

（２）南部地域：ハローワーク宇治、ゆめりあうじ、
ハローワークプラザかめおかで
各々月１回実施
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④ ママ再就職フェア（継続）（男女共同参画課）
再就職したい子育て中の女性の就業を支援するママ再就職フェアを開催した。

⑤ 福祉人材バンク事業（継続・再掲）（介護・地域福祉課）

⑥ 認定職業訓練の指導援助（継続）（労働・雇用政策課）
中小企業団体等が設置する認定職業訓練校の設立を促進するとともに、運営指導、訓練施

設・設備の整備及び運営に要する経費の助成等を行った。

⑦ 地域における職業能力開発事業（継続）（労働・雇用政策課）
丹後及び城南地域職業訓練センターが地域のニーズに即した事業展開を図れるよう指導・

支援した。

⑧ 職業能力開発推進者の選任促進活動支援等（継続）（労働・雇用政策課）
民間企業の職業能力開発を計画的、効果的に推進するため、府職業能力開発協会が実施す

る職業能力開発推進者の選任を促進するとともに、講習会・経験交流プラザの開催等に協力
した。

⑨ 第１０次京都府職業能力開発計画（新規）（人づくり推進課）
京都府における就労支援や人材育成など能力開発に関する基本的方向を示す計画を推進

する。
計画期間：平成２８年度～３２年度

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
開 催 日 平成２８年１２月１７日
会 場 京都国際会館イベントホール

（京都市左京区）
内 容 企業説明会（参加企業１０社）、

求人票の見方セミナー、ワンポイント
メイクレッスン、e-ASK適性・適職診
断テスト

参加者数 ４３名
内定者数 調査中 （平成２８年１２月末現在）

開 催 日 平成２７年１０月２３日
会 場 イオンモールＫＹＯＴＯ（京都市南区）
内 容 企業説明会（参加企業３２社）、

就活力upセミナー、メイクアップセミ
ナー、履歴書用写真撮影

参加者数 １８５名
内定者数 １３名

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果

継 続
認定職業訓練校 ３３校 １，６６１名
（補助金交付 １６校 ４３，０２７千円）

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果

継 続

（１）訓 練 実 績 丹後 ２８コース ３２９名
城南 ４２コース ２３２名

（２）管理運営助成 丹後 ８，８７８千円
城南 ８，８８７千円

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
継 続職業能力開発推進者 ３，１１７名



－３５－

⑩ 在職者訓練等（継続）（人づくり推進課）
専門的な知識・技能向上ニーズに対応した在職者訓練を実施するとともに、パート就労を

希望する方等を対象とした短期課程訓練を行った。

⑪ 離職者向け短期職業訓練等（継続）（人づくり推進課）
離職者の再就職を促進するため、訓練対象者のニーズに合わせた多様な訓練を実施した。
母子家庭の母等に対しては、就職への意識啓発を目的とした準備講習（就職支援セミ

ナー）と、就職に必要な知識・技能の習得を図る短期職業訓練を実施した。

※就職支援セミナー受講者数は、離職者向け短期職業訓練受講者数に含まない。

⑫ 京都ＪＰカレッジ（継続）（総合就業支援室）
企業が求める社会人基礎力の習得により、個々の求職者の就業力の向上を図り、正規雇用

化を促進した。

（２）女性の就業継続の支援

① ワーク・ライフ･バランスの推進（継続・再掲）（男女共同参画課）

② 企業を超えた女性活躍研修（継続・再掲）（男女共同参画課）

③ 女性の活躍実態調査及び事例集の作成（継続・再掲）（男女共同参画課）

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果

継 続

（１）在職者訓練
受講者数 ４４８名 １３科目 ３８コース

（２）パート訓練
受講者数 ２５名 １科目 ３コース

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果

継 続

（１）離職者向け短期職業訓練
受講者数 ２，１４４名（修了者数１，５８２名）

大学等委託訓練
受講者数 １９名（修了者数１８名）

専修学校等委託訓練
受講者数 ２，０８４名（修了者数１，５３６名）

（２）母子家庭の母等の職業的自立促進事業
就職支援セミナー
受講者数 ４２名（修了者数４１名）
短期職業訓練
受講者数 ４１名（修了者数２８名）

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
(１）ベーシックコース
(２）アドバンスコース
(３）適職発見コース
(４）北部コース
(５）就業基礎能力強化

新規受講者数 １，９９８人
延べ申込者数 ８，９７８人

（平成２８年１２月末現在）

(１）若年者ベーシックコース
(２）若年者アドバンスコース
(３）中高年齢者コース
(４）適職発見コース
(５）北部コース
(６）就業基礎能力強化

新規受講者数 ２，２８３人
延べ申込者数 ９，７５８人



－３６－

（３）セクハラ・マタハラ等ハラスメント防止対策

① 京都ウィメンズベース事業（新規）（男女共同参画課）
女性の活躍しやすい職場づくりを推進するため、企業の人事担当者や女性部下を持つ管

理職を対象とした研修において、マタハラ・セクハラ等ハラスメント対策を盛り込んだ。

② 男女共同参画センター相談事業（継続）（男女共同参画課）
女性の抱える様々な悩みについて、専門の相談員が適切なアドバイス、カウンセリング等

を行い、問題の解決等を図った。

（４）男女の機会・待遇の均等の促進

① 男女共同参画センター相談事業（継続・再掲）（男女共同参画課）

② 「京都の労働」の発行（継続）（労働・雇用政策課）
新しい時代に対応した労働環境づくりを進めるため、労働施策・制度、府の取組等をイン

ターネット及び紙面により広報・啓発した。

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
管理職・人事担当者向け研修
京都市 平成２８年１１月１０日 １９名参加
綾部市 平成２８年１２月１４日 ９名参加

管理職ダイバーシティマネジメント研修
３回、延べ３２名参加

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果

継 続

（１）一般相談 電話 ９０５件
面接 ３１４件

（２）専門相談 女性のための法律相談 ９０件
女性のためのカウンセリング１１９件

（３）労働相談 電話 １，４５０件
面接 ４５件

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果

継 続
発 行 隔月 ３，２００部発行
配布先 労働組合、中小企業団体、商工会議所・

商工会等



－３７－

③ 中小企業労働相談（継続）（労働・雇用政策課）
中小企業の労使関係の諸問題について、専門の相談員が対応した（月～金、来所及びフ

リーダイヤルによる相談）。
また、弁護士による特別労働相談（第３木曜日）及び社会保険労務士による「非正規労働

ほっとライン」（毎週土曜日）、産業カウンセラーによる「働く人のメンタルヘルス相談」
（第２水曜日）を実施した。
平成２７年４月から、社会保険労務士による夜間相談の実施日を、金曜日のみから月～金曜

日に拡充した。

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果

継 続

（１）相談件数 ２，９６８件
（うち非正規労働ほっとライン相談件数４４９件
若者等労働ホットライン ６８７件）

（２）特別労働相談件数 ６１件
(３）メンタルヘルス相談件数 ２４件



－３８－

（１）働き方改革に向けた取組

① 京都労働経済活力会議（継続）（労働・雇用政策課）
京都労働局、京都府、京都市、連合京都、京都経営者協会で開催した「京都労働経済活力

会議」(平成２８年１２月２日開催)において、同会議を「地域働き方改革会議」に位置づけ、
オール京都で、働く人を大切にする企業を支援する「京都ならではの働き方改革」により、
人材確保・定着と正規雇用化の促進に向けた取組を実施。

（２）ワーク・ライフ・バランスに向けた職場の環境整備

① 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度（継続）（男女共同参画課）
中小企業の実情にあったワーク・ライフ・バランスに取り組めるよう支援や情報発信を

行った。

② ワーク・ライフ・バランス推進企業フェア（継続）（男女共同参画課）
ワーク・ライフ・バランスに取り組む中小企業と新規学卒者等若年求職者との出会いの場

として合同企業説明会「ワーク・ライフ・バランス推進企業フェア」を開催することによ
り、中小企業の人材確保の支援と若年者への啓発を行った。

③ 働きやすい環境づくり事業（新規）（男女共同参画課）
中小企業等における働きやすい環境づくりを推進するため、女性活躍推進法における事

業主行動計画を策定した（または策定予定の）中小企業等に対して、働き方改革を支援する
専門家「働き方改革支援員」を派遣し、企業が取り組む働きやすい職場環境の整備の支援を
行った。

４ 仕事と生活の調和の推進

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
ワーク・ライフ・バランス推進宣言企業
宣言企業 221社 累計 ２，556社

「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証企業
認証企業 60社 累計 306社

（平成２8年１2月末現在）

ワーク・ライフ・バランス推進宣言企業
宣言企業 ３00社 累計 ２，335社

「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証企業
認証企業 41社 累計 ２46社

平成２8年度実施状況平成２７年度実施結果
平成２8年１１月２8日
参加企業 30社 参加者数 １69名

平成２7年11月25日
参加企業 29社 参加者数 １14名

平成２８年度実施状況
働き方改革支援企業数 ５０社（予定）



－３９－

④ 輝く女性応援京都会議（継続・再掲）（男女共同参画課）

⑤ 労働法令の周知・啓発（継続）（労働･雇用政策課）
「パートタイム労働の改善」「労働時間の改善」「職場における健康管理の推進」を府ホー
ムページに掲載し、広報・啓発した。

（３）介護しながら働き続けられる職場の環境整備

① 仕事と介護の両立支援事業（継続）（男女共同参画課）
仕事と介護の両立を図るため、「企業応援チーム」を京都ワーク・ライフ・バランスセン
ターに設置し、企業・社員やケアマネジャーに向けた出張相談・研修を実施した。
また、子育てと親の介護を同時に担う「ダブルケア」を行う者の増加が見込まれる中、仕

事とダブルケアとの両立に関する府民の実態調査等を実施した。

（４）京都府特定事業主行動計画に基づく職場環境の整備

① 男性職員の育児休業取得促進等（継続）（給与厚生課、教職員課、総務企画課）
男女がともに子育てを担い、女性が積極的に社会に参画できる環境づくりを推進するた

め、男性職員 （一般職員、教職員）の育児休業の取得を図る。知事部局及び教育庁、府立
学校において、取得率１５%（平成３２年度）を目標に取り組んでいる。

平成２8年度実施状況平成２7年度実施結果
（１）企業への出張相談・研修

企業・社員向け研修１９社実施
（２）ケアマネジャー向け両立支援制度研修

ケアマネジャー向け研修 ３回実施
（３）ダブルケアに関する府民実態調査実施
（４）ダブルケア両立支援制度の冊子を作成し普及

啓発

（１）企業への出張相談・研修
企業・社員向け研修 ２１社実施

（２）ケアマネジャー向け両立支援制度研修
ケアマネジャー向け研修 ６回実施


