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−75−

部 局 別 索 引

１　知事直轄組織

　　（給与厚生課）

　　　男性職員の育児休業取得促進等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31、41

　　（人事課）

　　　女性職員の登用等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

２　総務部

３　政策企画部

　　（企画総務課）

　　　（公財）世界人権問題研究センター運営助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

  

４　府民生活部

　　（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の運営等・・・・・・・・・・・・・・・・53

　　（防災･原子力安全課）

　　　多様な視点での防災対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

　　（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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

　　　犯罪被害者等支援活動事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54、60

　　（府民力推進課）

　　　地域力再生プロジェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

　　　府民力推進会議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

　　　ＮＰＯ活動支援融資事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

　　　 「京の公共人材」未来を担う人づくり推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

　　　地域力再生活動応援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

　　　「プロボノ」を活かした地域力応援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

　　

　　（男女共同参画課）

　　　審議会及び有識者会議等における女性委員の登用・・・・・・・・・・・・・・・・・13

　　　女性リーダー育成事業（京都府女性の船）・・・・・・・・・・・・・・・・・・13、47

　　　女性の登用促進のための団体等への働きかけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

　　　「輝く女性応援会議in京都」の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

　　　「輝く女性応援会議」の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14



−76−

　　　ワーク・ライフ・バランスの推進

　　　働く女性応援事業

　　　京都女性活躍加速化事業

　　　KYOのあけぼのフェスティバル

　　　京都府あけぼの賞

　　　KYOのあけぼの２１の配信

　　　KYOのあけぼのホームページ等の運営

　　　らら京都メールマガジンの配信

　　　情報提供事業

　　　男女共同参画に関する意見交換会

　　　京の女性活躍応援会議

　　　京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営

　　　北京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営

　　　ママ再就職フェア

　　　男女共同参画センター相談事業

　　　らら京都　手づくり市

　　　女性チャレンジサイトの運営

　　　女性の起業、経営相談

　　　京都女性起業家賞（アントレプレナー賞）

　　　女性チャレンジオフィス

　　　起業をめざす女性の交流サロン・Co-Co

　　　京都雇用創出活力会議ワーク・ライフ・バランス推進戦略本部会議

　　　 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度

　　　保育ルーム設置促進事業

　　　ワーク・ライフ・バランス推進企業フェア

　　　仕事と介護の両立支援事業

　　　少子化対策総合戦略事業

　　　地域団体育成事業

　　　男女共同参画の視点での防災支援事業

　　　内職者団体運営補助事業

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業

　　　女性のための相談ネットワーク会議

　　　配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議

　　　 「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

　　　若年層を対象にした啓発事業

　　　男女共同参画審議会

　　　男女共同参画推進本部の運営

　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15、25

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16、23

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16、23

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18、41、45

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19、45、65

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19、46

・・・・・・・・・・・・・・・22、48

・・・・・・・・・・・・・・22、48

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23、48

・・・・・・・・・・・・・・・・・25、38、51、60

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

　　　・・・・・・31、66

　　　 ・・・・・・・31、33、41

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36、37、63

 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42、47

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

・・・・・・・・・・・・・・・・59

・・・・・・・・・・・59

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65



　　 

−77−

　　　市町村担当課長会議

　　　男女共同参画センター運営費補助

　　　京都府市町村男女共同参画センターネットワーク会議

　　　府及び市町村推進状況調査

　　　苦情処理の受付・処理

　　（青少年課）

　　　京都府子ども議会

　　　青少年社会環境浄化推進事業

　　　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業

　　　非行少年等立ち直り支援事業

　　（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

　　　府民総合案内・相談センターの運営

　　（消費生活安全センター）

　　　自殺防止総合対策事業

５　文化環境部

　　（スポーツ振興課）

　　　スポーツ指導者育成事業

　　　京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業

　　　スポーツ振興事業

　　（文化政策課）

　　　生涯学習総合推進事業

　　　こころを育む古典の日推進事業

　　（文化芸術振興課）

　　　京都文化ベンチャーコンペティション

　　　文化マーケット創出事業

　　　こころの未来育み事業

　　（文教課）

　　　私立幼稚園預かり保育推進特別補助

　　　未入園児一時保育事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

・・・・・・・・・・・・・・・66

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21、40、60
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

・・・・・・・・・・・・・・・・・64

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33、35



−78−

６　健康福祉部

　　（高齢者支援課）

　　　老人福祉施設整備費補助

　　　高齢者くらしのサポート事業

　　　地域包括ケア総合交付金

　　　認知症疾患医療センターの設置

　　　高齢者あんしんサポートハウス整備事業

　　　きょうとお達者呼びかけ隊事業

　　（医療企画課）

　　　少子化対策総合戦略事業

　　　子育て支援医療費助成事業

　　　福祉医療制度の充実等検討

　　（福祉・援護課）

　　　生活福祉相談・就労支援事業

　　　京都式生活・就労一体型支援事業

　　　自立就労サポートセンターの設置

　　　自殺防止総合対策事業

　　（介護・地域福祉課）

　　　福祉人材バンク事業

　　　生活福祉相談・就労支援事業

　　（障害者支援課）

　　　青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業

　　　発達障害者支援体制整備事業

　　　障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり推進事業

　　（少子化政策課）

　　　安心保育推進事業

　　　京都府子育て支援表彰

　　　子育てに優しい京都府づくり推進事業

　　　少子化対策総合戦略事業

　　　きょうと子育て応援パスポート

　　　婚活ネットワークフェスタの開催等

　　（子育て政策課）

　　　休日保育事業

　　　子育て支援特別対策

　　　延長保育事業

　　　保育ママ支援事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
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　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37、62
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　　　未入園児一時保育事業

　　　病児保育整備促進事業補助

　　　 「のびのび育つ」こども応援事業

　　　子育てに優しい京都府づくり推進事業

　　　少子化対策総合戦略事業

　　　保育緊急確保事業

　　　不妊治療給付事業助成

　　　妊婦出産・不妊ほっとコール

　　（家庭支援課）

　　　京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営

　　　北京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営

　　　少子化対策総合戦略事業

　　　家庭支援総合センターの運営

　　　南部及び北部家庭支援センターの運営

　　　職業技能訓練給付金支援事業

　　　母子家庭の母の就労支援事業

　　　ひとり親家庭自立支援センターの運営

　　　母子家庭等緊急就職支援事業

　　　性被害者支援事業

　　　配偶者等からの暴力相談窓口の設置

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業

　　　配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議

　　（健康対策課）

　　　がん対策推進事業

　　　エイズ・肝炎等対策事業

　　　府民健康づくり運動推進事業

　　（医療課）

　　　医師確保対策事業

　　　看護職離職防止対策・再就職促進事業

　　　産科医等確保支援事業

　　　小児救急医療体制整備事業

　　　在宅医療連携体制整備推進事業

　　　総合周産期母子医療センター運営助成

　　　周産期医療システム運営

　　　地域周産期母子医療センター運営助成
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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
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−80−

７　商工労働観光部

　　（総合就業支援室）

　　　京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営

　　　北京都ジョブパークの設置

　　　北京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営

　　　京都ＪＰカレッジ

　　　京都式生活・一体就労型支援事業

　　　京都ジョブパークの運営

　　　中小企業人材確保緊急対策事業

　　　正規雇用転換促進事業

　　（商業・経営支援課）

　　　創業・経営承継支援融資

　　　地域ビジネスサポート推進事業

　　　一商一特パワーアップ事業

　　（地域力ビジネス課）

　　　「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業

　　　京都式ソーシャル・ビジネス支援事業

　　（ものづくり振興課）

　　　起業家セミナー

　　　京都中小企業成長促進等総合支援事業

　　　Creative KYOTO クリエーター育成事業

　　（労働・雇用政策課）

　　　認定職業訓練の指導援助

　　　地域における職業能力開発事業

　　　職業能力開発推進者の選任促進活動支援等

　　　「京都の労働」の発行

　　　中小企業労働相談

　　　京都ものづくりフェア

　　　労働法令の周知・啓発

　　　正規雇用転換促進事業

　　（人づくり推進課）

　　　第９次職業能力開発計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

　　　在職者訓練等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
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　　　障害者自立就労支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

　　　京都式生活・一体就労型支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

　　　正規雇用転換促進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

８　農林水産部

　　（農村振興課）

　　　共に育む「命の里」事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

　　（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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

　　（流通・ブランド戦略課）

　　　農村女性育成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

　　　農林水産フェスティバル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30、45、46

９　建設交通部

　　（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・・・・・・・・・・・37、53

　　　配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

１０　教育庁

　　（教職員課）

　　　男性職員の育児休業取得促進等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31、41

　　（学校教育課）

　　　人権教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

　　　豊かな心を育てる教育推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

　　　若年層を対象にした啓発事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

　　（高校教育課）

　　　京の若者未来支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

　　（社会教育課）

　　　少子化対策総合戦略事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36、37、63

　　　親のための応援塾開催事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

　　　家庭教育支援基盤形成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

　　　いじめ防止対策等推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）・・・・・・・・・39

　　　地域で支える学校教育推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

　　　地域女性リーダー研修講座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
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１１　警察本部

　　（警務課）

　　　犯罪被害者等支援活動事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54、60

　　　女性の視点を一層反映した警察運営の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・56、60

　　　「女性の力」を活かした治安対策推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・56、60

１２　京都府立医科大学

　　（研究支援課）

　　　しなやか女性医学研究者支援みやこモデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17



　　発行　京都府府民生活部男女共同参画課

　　〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

　　電話 075-414-429１　ファクシミリ 075-414-4293

　　ホームページhttp://www.pref.kyoto.jp/josei/index.html

平成26年度　男女共同参画に関する年次報告
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	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	表3
	表4

