
公益目的事業別体系図

頁

頁

7

（３） 情報発信事業 ① インターネットでの情報発信 8

公益目的事業１（定款第4条）

1. 男女共同参画に関する情報
及び資料の収集、保存及び
提供
（第1号）

（１） 図書資料の収集と提供 6

（２） 図書事業 ①
ブックフェア開催・ブックリスト発
行・お話を聞く会

① 男性のための生き方講座 12（１）
真のワーク・ライフ・バランス
推進事業

3. 男女共同参画社会の実現を目
指す取組の普及促進のための
広報、啓発及び学習支援
（第3号）

② 啓発誌・講座案内の発行 9

2. 男女共同参画社会の形成のた
めの調査及び研究
（第2号）

調査研究 ① 男性の意識調査 10

② データブック作成と調査研究 11

④ 両立支援講座 15

⑤ ワーク・ライフ・バランス講演会 16

② 男性の家事・育児参画講座 13

③ 女子学生就職前講座 14

（２）
企業・地域への男女共同参画
推進事業

① みんなで考える男女共同参画講座 18

⑥ 女性の活躍推進事業 17

② ブック・トーク 19

⑤ 女子小学生対象出前講座 22

③ 親子で楽しむコンサート 20

④ 理系女子応援講座 21

（３） 教養・健康増進事業
①

運動実技講座
うた講座
その他教養講座

23

（４） 保育事業
①

事業参加者の保育
施設利用者の保育
親子のふれあい広場

24

（２） 相談事業 ①
ＤＶ被害当事者のための自立
支援事業

26

② グループ相談会 27

公益目的事業2（定款第4条）

4. 男女共同参画に関する相談
（第4号）

（１） 相談業務 ① 一般相談・専門相談 25

（３）
関係機関連携
苦情・要望等処理制度の受付

29

③ 大学相談室派遣事業 28



頁

頁

頁

は新規事業

公益目的事業3（定款第4条）

5. 男女共同参画に関する市民の
活動の支援及び相互交流の促
進
（第5号）

（１）
地域コミュニティ活性化の
促進事業

① ウィングスフォーラム

パープルリボンの取り組み他 36

（２）
ドメスティック・バイオレンス
対策事業

① ＤＶ・性暴力被害者支援講座 33

③
インストラクター及びサポーター
活用事業

35

④

② ＤＶ予防講座 34

経営管理、組織・人事管理 43

財務運営 44

（４）
京都市男女共同参画センター
の目的利用団体に対する
施設管理業務

41

収益事業

京都市男女共同参画センター
の目的利用以外への
施設管理業務

42

② 女性の防災リーダー育成事業 38

財団運営

（３） 人材・団体育成事業 ① 市民活動サポート事業 37

③
共催・後援事業・講座受講生の
グループ育成

39

④ 相談員養成講座 40

②
センター利用者や地域との
協働事業

31

③ ピンクリボン活動啓発事業 32

30
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第１号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 1,100 1,100 0

事業の計画

１．実施内容

　・　男女共同参画に関する情報・資料の収集
　　　図書資料に限らず、コミックやＤＶＤ、行政資料等により、男女共同参画に関する情報
　　提供を行う。
　・　図書情報室利用者への適切なレファレンスの実施

２．事業実施における課題

　　利用者の拡大・既存資料の有効活用

　男女共同参画に関する情報及び資料の収集、保
存及び提供

　図書資料の収集と提供

　男女共同参画推進拠点としての情報発信力の向上
　・男女共同参画に関する情報・資料の収集
　・図書情報室利用者への適切なレファレンスの実施

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第１号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 700 700 0

事業の計画

１．実施内容

　・　ブックフェアの開催（年3回）
　　　主催事業と関連したテーマによる図書資料等の紹介
　　　時流に即したテーマによる図書資料等の紹介

　・　ブックリストの発行
　　　主催事業のテーマや男女共同参画に関する季節のトピックに合わせた関連資料や
　　 リストの発行

　・　絵本講座や朗読講座の自主グループとの連携による絵本の読み聞かせや朗読を聞く会
　　の開催（月1回）

２．事業実施における課題

　　各テーマに合わせた効果的な資料提供と利用者拡大

　男女共同参画に関する情報及び資料の収集、保
存及び提供

　図書事業

　ブックフェア開催・ブックリスト発行・お話を聞く会

　男女共同参画推進拠点としての情報発信力の向上

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第１号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 1,050 1,050 0

事業の計画

　・　ホームページの更新（随時）
　・　メールマガジン「Wings　Press」（月1回・号外）
　・　図書情報室ブログ「まちなかの本の森」（随時）
　・　Facebook（随時）
　・　Twitter（随時）

２．事業実施における課題

　　見やすく使いやすいホームページへのリニューアル

　男女共同参画に関する情報及び資料の収集、保
存及び提供

　インターネットでの情報発信

　ＩＣＴ（情報通信技術）及びその他ツールを利用した情報発信により、男女共同
参画の促進を図る。

会計 公益目的事業

１．実施内容

事業企画課　情報発信事業
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第１号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 2,101 2,100 1

事業の計画

１．実施内容

　・　啓発誌「男女共同参画通信」の発行　 本冊　年3回  各20,000部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別冊　年1回　   10,000部
　・　講座案内「ウィングスきょうと」の発行　年6回　　　（4.5月号）        7,500部
                                                               　　　  　（それ以外） 各  8,000部

２．事業実施における課題

　　啓発誌「男女共同参画通信」におけるタイムリーで訴求効果のあるテーマの選定

　男女共同参画に関する情報及び資料の収集、保
存及び提供

　情報発信事業

　啓発誌・講座案内の発行

　男女共同参画に関する情報発信

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第２号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 2,000 2,000 0

事業の計画

★20周年記念事業準備資金により実施

１．実施内容

　　男性を取り巻く社会の変化や個人の意識の変化についてニーズ調査を行い、男女共同
　参画推進のための啓発資料を作成する。

２．事業実施における課題

　　サンプル数確保のための関係機関や企業への効果的な働きかけ

　男女共同参画社会の形成のための調査及び研究

　調査研究

　男性の働き方調査研究事業（★）

　男性にとっての男女共同参画を推進するために、男性の働き方について意識や
ニーズを掘り起こす。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第２号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 1,020 1,020 0

事業の計画

１．実施内容

　　「京都市男女共同参画データブック」の作成と男性を対象とした意識調査の実施と分析

２．事業実施における課題

　　男女共同参画に関連する最新データの把握と効果的な活用。

　男女共同参画社会の形成のための調査及び研究

　調査研究

　データブック作成と調査研究

　京都市の男女共同参画の現状を市民に提供することや、男女共同参画をテーマ
に調査分析を行うことで、男女共同参画を促進させる。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 300 ― 300

事業の計画

１．実施内容

　　様々な年代の男性を対象に、文学・映画・音楽などを通して男性のこれまでの生き方
　（価値観）を問い直し、男らしさに捉われない生き方の実現について考える。（全2回）

２．事業実施における課題

　　魅力的なテーマ選択と効果的な周知

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　真のワーク・ライフ・バランス推進事業

　男性のための生き方講座

　男性の生きづらさに関連するジェンダーを男性自身の言葉と行動で見つめ直
す。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 330 445 △ 115

事業の計画

１．実施内容

　・　子育て世代の男性対象
　　　育児参加の必要性とワーク・ライフ・バランスについての講義と料理や看護等の実践
　　講座

　・　シニア世代の男性対象
　　　孫育てを通した地域デビューや定年後のライフプラン作り等

２．事業実施における課題

　　男女共同参画に関心の低い男性の集客とグループ化

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　真のワーク・ライフ・バランス推進事業

　男性の家事・育児参画講座

　男性が家庭や地域に戸惑うことなく参画し、ワーク・ライフ・バランスを維持する
ための支援

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 250 330 △ 80

事業の計画

１．実施内容

　　自分に合った仕事と出会い、「働く/働き続ける」将来像を描くための情報提供（講義）と
　ロールモデルトークを含むライフ・デザイン（180分×3回）

２．事業実施における課題

　・　大学との連携による効果的な広報
　・　プログラムの見直し（Ｈ26は全2回（120分×2）で実施）

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　真のワーク・ライフ・バランス推進事業

　女子学生就職前講座　

　就活前の時期に、社会の現状を知り、ジェンダーの気づきを得ることで、社会
的・経済的に自立できるライフプランを立てる。

会計 公益目的事業

事業企画課

-11-



公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 500 430 70

事業の計画

１．実施内容

　連続講座　全5回
　・　コミュニケーション（スキル習得）
　・　マネー＆ライフプラン（モチベーション向上）
　・　保育所入所及び育児支援（情報提供）
　・　ロールモデルトーク（つながり）
　・　親子ヨガ（アフター会）

２．事業実施における課題

　　連続講座の利点を活かせる構成

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　真のワーク・ライフ・バランス推進事業

　両立支援事業

　育児と仕事が両立できる就業継続支援を行う。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 720 770 △ 50

事業の計画

１．実施内容

　　講演会（イベントホール）の実施（全1回）

２．事業実施における課題

　　男女共同参画の視点での内容設定と集客に向けた広報先の獲得

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　真のワーク・ライフ・バランス推進事業

　ワーク・ライフ・バランス講演会

　仕事と家庭の調和を図り、自分らしい生き方を提案する。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 1,700 2,000 △ 300

事業の計画

★20周年記念事業準備資金により実施

１．実施内容

　全3回
　　・　経営者、人事関係者対象 シンポジウム
　　・　中小企業で働く女性対象スキルアップ講座
　　・　働く女性対象 ネットワーク構築セミナー（イベントホール）

２．事業実施における課題

　　協働先の確保、独自性のある事業内容の実施

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　真のワーク・ライフ・バランス推進事業

　女性の活躍推進事業（★）

　経済団体やメディアと協働し、働く女性と企業の経営者や人事関係者を対象
に、男女平等の視点を持った女性の活躍推進を形づくる。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 420 420 0

事業の計画

１．実施内容

　　【定期開催】
　　　一般市民向け基礎講座（月1回、月ごとにテーマを設定し、ウィングス京都にて実施）

　　【出前講座】
　　　企業・教職員・団体向け基礎講座（希望に応じてテーマ・会場を選定）

　＜講座テーマ＞
　　・　男女共同参画基礎講座
　　・　男女平等教育推進について
　　・　子育て世代の男女共同参画
　　・　ＤＶ・デートＤＶ
　　・　セクシュアルハラスメント
　　・　働くあなたのワーク・ライフ・バランス
　　・　防災と男女共同参画

２．事業実施における課題

　　対象に応じたプログラムづくりと学習支援の充実

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　企業・地域への男女共同参画推進事業

　みんなで考える男女共同参画講座

　男女共同参画についての基礎知識を学ぶ機会として、一般、企業、学校教職
員、PTA等の団体を対象に、男女共同参画に関する基礎用語や事象の解説など
を行う講座を実施するとともに、男女共同参画の課題解決に向けた学習支援を
行う。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 290 ― 290

事業の計画

１．実施内容

　　文学賞受賞者など話題作の著者を招いてのブック・トーク。既存の利用者以外の集客も
　期待でき、またトークは男女共同参画の視点を切り口にすることで新鮮な読み方を提供
　することが出来る。作家とのパイプを持ち、ブック・トークのノウハウのある書店とタイアッ
　プする。

２．事業実施における課題

　　協働先との目的の共有

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　企業・地域への男女共同参画推進事業

　ブック・トーク

　話題作の著者を招きブックトークを実施することにより、男女共同参画の啓発を
行う。

会計 公益目的事業

事業企画課

-16-



公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 475 475 0

事業の計画

１．実施内容

　　京都市立芸術大学と連携し、親子で楽しめる文化芸術体験事業を開催する。

２．事業実施における課題

　　他の親子コンサートとの差別化

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　企業・地域への男女共同参画推進事業

　親子で楽しむコンサート

　子育て世代をサポートすることで、地域における身近な男女共同参画を推進す
る。また、親と子どもたちが芸術に親しむことで、子どもの健全な育ちに貢献す
る。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 810 445 365

事業の計画

１．実施内容

　・　女子小学生とその保護者対象
 　 　6～9月実施（全4回）／協力：「科学クラブ26」
　・　女子中高生対象
  　　秋期に実施（1～2回）／協力：「NPO法人　子供達と最先端科学技術の架け橋」

２．事業実施における課題

　・　男女共同参画の視点をふまえた保護者へのアプローチ
　・　協働団体とのジェンダーの視点の共有とプログラムへの反映

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　企業・地域への男女共同参画推進事業

　理系女子応援セミナー

　・子どもたちが理科ならびに科学への興味を持つきっかけづくりを行う。
　・子どもの興味関心や進路選択に影響を与える保護者の理科ならびに科学へ
　の関心を促すとともに、内包するジェンダーの問題への気づきを促す。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 210 ― 210

事業の計画

１．実施内容

　　ウィングス京都または地域の小学校等を会場に、女児とその保護者が自分のからだを
　大切にすることや性被害等から身を守る方法について学べるプログラムを実施する。
　（ツボミスクールや護身術のプログラムを実施）
　※　ツボミスクールは、ワコールが提供している子どもとその保護者を対象とした下着教室

２．事業実施における課題

　　プログラムの周知方法とマッチングの工夫。

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　企業・地域への男女共同参画推進事業

　女子小学生対象出前講座

　主として女子小学生とその保護者を対象に、自分のからだの成長や、自分の中
にあるちからについて正しく認識し、実感する講座を実施することで、自分への信
頼感を育てる。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 12,500 11,720 780

事業の計画

１．実施内容

　・　フィットネス講座（10コース×3期＝30コース）
　・　うた講座（4コース×3期＝12コース）
　・　歌声喫茶（年15回・拡大版、フォーク版の実施を含む）
　・　朗読講座（1クラス×2期）
　・　新講座施行

２．事業実施における課題

　　内容・価格共に民間と競合する中、顧客ニーズをつかみ受講者の満足度を上げる。
　また、それに　より受講者を確保する。

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　教養・健康増進事業

　運動実技講座・うた講座・その他教養講座

生涯にわたる健康と生きがいを維持できるよう市民ニーズに応えたさまざまなプ
ログラムで、幅広い年代を対象とした講座を開催する。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益1 （単位：千円）

定款 条項 第３号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 1,800 1,800 0

事業の計画

１．実施内容

　・　事業参加者の保育／施設利用者の保育
　　　6か月以上就学前までの保育を、保育グループマザーグースに委託して行う。
　・　親子のふれあい広場
 　 　親子で参加するふれあい広場を、マザーグースに委託して行う。また、他の子育てに
　　 関連するグループとも連携していく。

２．事業実施における課題

　・　保育利用者（保育料収入）の確保
　・　男女共同参画の視点を持った保育スタッフの確保

　男女共同参画社会の実現を目指す取組の普及
促進のための広報、啓発及び学習支援

　保育事業

　事業参加者の保育・施設利用者の保育・親子のふれあい広場

　講座保育・一時保育と親子同士がふれあう事業をＮＰＯとの協働で行い、子育
て中でも安心して学習や研修に参加、あるいは相談室利用ができる環境を提供
する。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益2 （単位：千円）

定款 条項 第４号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 14,365 11,313 3,052

事業の計画

１．実施内容

　・　一般相談（女性のみ）／電話・面接
　・　専門相談（女性への暴力相談・法律相談・男性のための相談）
　・　男性のためのDV電話相談

２．事業実施における課題

　・　面接・電話相談の体制強化
　・　男女共同参画の視点を持った相談員の育成
　・　ＤＶに悩む男性のための電話相談の専門性の強化

　男女共同参画に関する相談

　相談業務

　一般相談・専門相談

　男女共同参画に関わる市民の多様な相談ニーズに対応し、相談者自身が悩み
の背景を認識し、自己を肯定して問題解決を図っていけるようサポートする。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益2 （単位：千円）

定款 条項 第４号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 300 270 30

事業の計画

１．実施内容

　・　年4回の講義と1回のボディーワークを取り入れ、全5回の講座とする。
　・　講座はアフター会につなぎ、最終的に自主グループ化を目指す。さらに講座参加者や
　　グループを横断したゆるやかなネットワーク構築とフォローを行う。

２．事業実施における課題

　　講師・スタッフ・参加者間での信頼関係の構築

　男女共同参画に関する相談

　相談事業

　ＤＶ被害当事者のための自立支援事業

　ＤＶ被害者が、人が本来持つべき自尊感情を取り戻し、自分を大切に思うことな
どを専門家の助言を得ながら、当事者同士で語り合い、互いに受容しあうことを
通して、心身の回復を促す。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益2 （単位：千円）

定款 条項 第４号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 260 260 0

事業の計画

１．実施内容

　　相談事業から見えてくるニーズを元にテーマを設定し、年1回実施する。

２．事業実施における課題

　・　ニーズにあったテーマ設定
　・　テーマに沿った対象者への効果的な広報

　男女共同参画に関する相談

　相談事業

　グループ相談会

　参加者同士が同じ悩みを共有し、専門家のアドバイスやグループで話し合うこ
とでエンパワーメント（個人が自分自身の力で問題や課題を解決していくこと）す
ることを目的とする。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益2 （単位：千円）

定款 条項 第４号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 960 960 0

事業の計画

１．実施内容

　　週1回、佛教大学人権センターで学生や教職員を対象に、ハラスメントに関する相談を
受ける。

２．事業実施における課題

　・　男女共同参画の視点での問題解決の落とし込み
　・　さまざまなハラスメント事例に対応できる職員の体制づくり

　男女共同参画に関する相談

　相談事業

　大学相談室派遣事業

　大学内の相談室に相談員を派遣し、相談者の問題解決を支援することを目的
とする。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益2 （単位：千円）

定款 条項 第４号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 270 270 0

事業の計画

１．実施内容

　・　女性のための相談ネットワーク会議（年2回）
　・　配偶者からの暴力に関するネットワーク京都会議
　・　京都犯罪被害者支援連絡協議会　性犯罪被害者対策研究分科会
　・　中京区相談連絡会議

２．事業実施における課題

　　各機関同士の連携強化

　男女共同参画に関する相談

　関連機関連携/苦情・要望等処理制度の受付

　関連機関連携/苦情・要望等処理制度の受付

　・　ＤＶをはじめとする相談に関わる機関の相談員が研修、事例研究、情報交換
　　等を行う事により、相談員の資質の向上と各機関の連携を図ることを目的と
　　する。
　・　京都市男女共同参画苦情・要望等処理制度の受付を行う。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 1,000 1,000 0

事業の計画

１．実施内容

　　12月にイベントホールで実施（全1回）

２．事業実施における課題

　　男女共同参画の視点をもった演者やパネラーの選定

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

　地域コミュニティ活性化の促進事業

　ウィングスフォーラム

　男女共同参画社会の形成に向けて、市民の意識向上を図り、学習を行う。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 150 80 70

事業の計画

１．実施内容

　・　歩いて暮らせる街づくり推進会議と連携し、まちなかを歩く日（例年11月中旬の土日）
　　にあわせて講座受講生の成果発表イベント等を実施する。
　・　センター利用者などによるロビーでの常設展示やイベントなどの開催

２．事業実施における課題

　　賛同団体の発掘と継続的な連携

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

　地域コミュニティ活性化の促進事業

　センター利用者や地域との協働事業

　地域団体等と連携し地元との関わりを深めるとともに、ウィングス京都とその役
割への認知度向上を図る。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 100 90 10

事業の計画

１．実施内容

　　ピンクリボン京都実行委員会と連携し、啓発リーフレット配布、京都市内各所での啓発
　キャンペーンを実施する（8～10月）

２．事業実施における課題

　　ピンクリボン京都実行委員会との円滑な協働

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

　地域コミュニティ活性化の促進事業

　ピンクリボン活動啓発事業

　乳がん検診の大切さを訴えるとともに、女性が主体的に自身の健康を管理し、
快適な毎日を送るための啓発事業を行う。

会計 公益目的事業

事業企画課

-29-



公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 270 275 △ 5

事業の計画

　　関係機関の協力、府の事業（ワンストップセンター）との棲み分け

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

事業企画課

　ＤＶ・性暴力被害者支援講座

２．事業実施における課題

１．実施内容

　　被害者支援に携わる人々を対象に、性暴力サバイバー（被害を乗り越えた人）の講演会
　を実施することで他機関とネットワークを構築する。

　ドメスティック・バイオレンス対策事業

　司法関係者や相談業務従事者が共にDV・性暴力被害について理解を深め、課
題解決を行うことで被害者支援の輪を広げ、ＤＶ・性暴力を許さないという強い
メッセージを発信する。

公益目的事業会計
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公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 320 300 20

事業の計画

１．実施内容

　　ＤＶ被害を受けている女性たちのＳＯＳを見抜き、確実に支援者や関係機関につなぐた
　めに、医療機関をはじめとする当事者と接点を持つ団体や機関に対し、ＤＶについての
　基本的な知識と支援者として必要な情報とスキルを得るための講座を実施する。

２．事業実施における課題

　　対象となる機関との連携

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

　ドメスティック・バイオレンス対策事業

　ＤＶ予防講座

　ＤＶを身近に起こる社会問題（ジェンダーの問題）として理解し、地域において被
害者の理解と市民レベルでの草の根的なサポート体制を図る

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 850 1,543 △ 693

事業の計画

１．実施内容

　　平成23・24年度に養成したびーらぶインストラクターを対象に、ＤＶ被害者とその子ども
　たちに対する講座（びーらぶプログラム）を実施することを前提とした支援を行う。また、
　これまでのＤＶ被害者支援事業受講者が、ＤＶシンポジウムや啓発へ参加できる仕組み
　を作る。

２．事業実施における課題

　　ＮＰＯびーらぶ京都（有資格者グループ）の自立に向けた支援

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

　ドメスティック・バイオレンス対策事業

　インストラクター及びサポーター活用事業

　ＤＶ被害者とその子どもへの心理教育プログラム「びーらぶ」を実施するインスト
ラクターの能力向上を目指す。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 150 460 △ 310

事業の計画

１．実施内容

　・　パープルリボンの取り組み
　　　１Ｆロビー等を利用して、常設展示及びイベント等を実施する。実施にあたっては、近
　　隣の男女共同参画センターや活動団体との協働により運営・開催する。女性への暴力
　　撲滅に関する取組を市民と協働し実施する。

２．事業実施における課題

　　連携する団体との関係を維持し、広く市民に訴えることができるイベントの開催

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

　ドメスティック・バイオレンス対策事業

　パープルリボンの取り組み他

　「女性に対する暴力をなくす運動期間（11/12～25）に合わせて、11月をパープ
ルリボン月間と定め、ブックフェアの開催（図書情報室）や館内における情報掲
示、パープルリボンツリーの設置等、市民への啓発事業を行う。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 345 345 0

事業の計画

１．実施内容

　　男女共同参画の推進に関わる活動をしているＮＰＯやグループなどの実践的な研究や
　活動に対して助成し、男女共同参画の実現を目指す多様な取組をサポートする。

２．事業実施における課題

　・　事業の周知
　・　助成内容の検討

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

　人材・団体育成事業

　市民活動サポート事業

　地域コミュニティの活性化のため、ＮＰＯ等の市民団体による個性豊かな事業
を展開することを目指す。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 350 460 △ 110

事業の計画

１．実施内容

　・　災害時の女性の困難と対策（震災時の事例を聞く）
　・　地域の防災・減災を男女共同参画の視点で確認する。
　　　対象：町内会、女性消防団員、民生委員、働く女性、ＰＴＡ、保健師、保育士等

２．事業実施における課題

　・　防災危機管理室、消防局、消防団、保育園連盟等、関連組織との連携（女性防災会議）
　・　取組を拡げるための協力体制・ネットワークづくり

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

　人材・団体育成事業

　女性の防災リーダー育成事業

　災害に備え、安心して暮らせる地域づくりの推進を目指し、女性の防災リーダー
を育成する。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 260 320 △ 60

事業の計画

１．実施内容

　　男女共同参画社会の実現に向けた企画について共催・後援を行う。

２．事業実施における課題

　　協働団体との連携

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

　人材・団体育成事業

　共催・後援事業／講座受講生のグループ育成

　男女共同参画推進に関わる事業等を実施する機関やＮＰＯと協働し、会場提供
や広報協力を通じて事業の推進を支援する。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 2,000 ―  2,000

事業の計画

★人材育成事業準備資金により実施

１．実施内容

　　ジェンダーの視点に沿った相談員養成講座
　　・　女性のための相談　基礎編　各2Ｈ×6回程度
　　・　女性のための相談　応用編　各2Ｈ×6回程度
　　・　男性のための相談　基礎編　各2Ｈ×3回程度

２．事業実施における課題

　　講座終了後のインターンシップ受入れ体制の構築

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

　人材・団体育成事業

　相談員養成講座（★）

　あらゆる相談窓口に携わる人を対象に、男女共同参画の視点を持ち、個人の
問題を社会の問題としてとらえることのできる人材を養成する。

会計 公益目的事業

事業企画課
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公益3 （単位：千円）

定款 条項 第５号

事業名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 32,780 31,292 1,488

事業の計画

　男女共同参画に関する市民の活動の支援及び
相互交流の促進

　京都市男女共同参画センターの目的利用団体に
対する施設管理業務

　京都市の指定管理者として、京都市男女共同参画センターの施設管理業務を
円滑に行い、男女共同参画の推進拠点として市民の生活に根差した活気あるセ
ンターを目指す。

　　（１）　男女共同参画社会実現の目的に即して活動する団体を育成、支援するために、
　　　　目的利用団体として登録し、優先的に施設の貸出しを行う。

　　（２）　危機管理・消防訓練・防災計画
　　　　　センターとしての危機管理及び平成26年度に協定を締結した京都市妊産婦等福祉
　　　　避難所としてマニュアルを作成する。

　　（３）　環境改善（ＫＥＳ環境マネジメント）
　　　　　・　エネルギー　電力消費量の1％削減
　　　　　・　ぺットボトルのキャップを回収してエコキャップ協会に寄付する。
　　　　　・　環境啓発　クールスポット事業

　　（４）　サービス向上と苦情への対応
　　　　　・　インターネット上での施設予約受付実施についての検討
　　　　　・　館内インターネット環境の整備

　　（５）　利用者アンケートの実施

　　（６）　センターの認知度向上
　　　　　広報の充実（ホームページ・Facebooｋ・Twitterの活用・広報パンフレット作成等）

　　新規目的登録団体の開拓

会計 公益目的事業

総務課

１．実施内容

２．事業実施における課題
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収益 （単位：千円）

定款

事業名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 55,032 52,532 2,500

事業の計画

１．実施内容

　　（１）　目的利用以外の団体に対し、施設の貸出を行う。

　　（２）　危機管理・消防訓練・防災計画（再掲）

　　（３）　環境改善（ＫＥＳ環境マネジメント）（再掲）

　　（４）　サービス向上と苦情への対応（再掲）

　　（５）　利用者アンケートの実施（再掲）

　　（６）　センターの認知度向上（再掲）

２．事業実施における課題

　　施設を幅広く活用してもらい活気あるセンターにする。

　収益事業

　京都市男女共同参画センターの目的利用団体に
対する施設管理業務

　京都市の指定管理者として、京都市男女共同参画センターの施設管理業務を
円滑に行い、男女共同参画の推進拠点として市民の生活に根差した活気あるセ
ンターを目指す。

会計 収益事業

総務課
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法人 （単位：千円）

定款

事業名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 3,352 3,202 150

事業の計画

１．実施内容

　　財団運営の指針となる「未来へのつばさ」遂行に向けた職員の人材育成

　財団運営

　経営管理、組織・人事管理

　評議員会、理事会の決定に基づいた運営を行い、柔軟な組織体制と安定した経
営基盤の強化を図る。

　　（１）　評議員会・理事会の開催・運営
　　　　　・　評議員会（評議員・理事・監事改選） 年１回　６月　       （臨時に開催する場合もある）
　　　　　・　理事会　　　　　　　　　　　 　　　　 年２回　５月・３月　（臨時に開催する場合もある）
　　　　　・　業務執行理事会　　　　　          年２回　５月・３月　（臨時に開催する場合もある）
　　　　　・　事務局会議（専務理事（事務局長）・常務理事・課長・係長・主任）　　毎週１回
　　　　　・　各係会議　                                    月１回程度
　　　　　・　その他
　　　　　　　男女共同参画推進課との連絡会議（京都市主管課との連絡体制として）　毎月1回

　　（２）　組織　別紙１

　　（３）　指定管理に関する業務
　　　　　・　情報公開
　　　　　・　個人情報保護の取り扱い
　　　　　・　外部評価制度の実施

　　（４）　人事・労務・研修
　　　　　・　他機関との交流研修や人材育成研修
　　　　　・　目標管理システム
　
　　（５）　公益法人に関する業務

　　（６）　その他の財団運営
　　　　　・　半期報告会の実施
　　　　　・　大学インターンシップ受け入れ

会計 法人会計

総務課

２．事業実施における課題
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法人 （単位：千円）

定款

事業名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 3,352 3,202 150

事業の計画

１．実施内容

　　（１）　収入の安定
　　　　　・　賛助金制度・寄付金制度の導入の検討
　　　　　・　助成金の活用
　　　　　・　京都市、他都市や企業からの委託事業

　　（２）　経費削減
　　　　　・　委託費の見直し

２．事業実施における課題

　　事業収入の拡大

　財団運営

　財務運営

　収入の安定と経費削減

会計 法人会計

総務課
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