
頁

頁

③
相談員研修
（グループスーパービジョン等）

関係機関連携
苦情・要望等処理制度の受付

①（３）
関係機関連携
苦情・要望等処理制度の受付

22

7

6

（２） 相談事業 ①
ＤＶ被害当事者のための自立
支援事業

20

② 大学相談室派遣事業

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 女性のための一般相談・専門相談

② 男性のための相談・DV電話相談
19

21

男性の家事・育児参画講座

みんなで考える男女共同参画講座

②

①

③ 女性の就業継続支援事業 11

④ DV予防講座 12

⑤ 理系女子応援セミナー 13

（２） 企業・大学・地域との連携事業 ① 性暴力被害者支援事業 14

② 女子大学生と考える女性活躍 15

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

18

（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

17

（４）

③ フェアメンを考える 16

公益目的事業１（定款第4条）

（１） 図書資料の収集と提供

（１） 啓発事業及び学習支援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 男女共同参画パネル展

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 データブック作成（隔年） 8

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.

（２） 図書事業 ①
ブックフェア及び市立図書館等との
連携

10

9

① 図書情報室の運営

（３） 情報発信事業 ① インターネットでの情報発信

② 啓発誌・講座案内の発行

③ ビブリオトーク
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頁

頁

頁

③
共催・後援事業／講座受講生の
グループ育成

28

④ 相談員養成講座 29

②
センター利用者や地域との
協働事業

24

③ パープルリボンの取り組み他 25

23

② 女性の防災リーダー育成事業 27

経営管理、組織・人事管理 32

財務運営 33

（３）
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

30

収益事業

京都市男女共同参画センター
の目的利用団体以外に対する
施設管理業務

31

財団運営

（２） 人材・団体育成事業 ① 市民活動サポート事業

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
京都市男女共同参画市民会議
（ウィングスフォーラム）

26
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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 1,030 1,350 △ 320

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
・　図書情報室利用者への適切なレファレンスの実施
・　ブックフェア及び市立図書館等との連携（パネル展）
・　本の情報交換会・ビブリオトーク

２．事業実施における課題

図書情報室の周知とスペースの効果的な活用

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

（1）図書資料の収集と提供／（2）図書事業 事業企画課

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
　・　図書資料を活用した啓発事業の実施

会計 公益目的事業
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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 2,850 2,870 △ 20

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）／　Facebook・Twitter（随時）
・　啓発誌「男女共同参画通信」の発行　　　　　　年2回　　　　　　　　　各15,000部
・　講座案内「ウィングスきょうと」の発行　 　　　　年6回（6/7月号）  　  　 7,500部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   （4/5，12/1，2/3月号）　 8,000部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   （8/9,10/11月号）        　8,500部

２．事業実施における課題

タイムリーな情報発信と社会の時流にのったテーマ設定

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

①インターネットでの情報発信／②啓発誌・講座案内の発行

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２号

事業名

講座名

目的

予算額 前年度予算額 増減

事業費 0 250 △ 250

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」の発行

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（隔年）　　＊今年度発行なし

京都市の男女共同参画の現状を市民に情報提供することや、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 345 585 △ 240

事業の計画

１．実施内容

①定期開催
 一般市民向け基礎講座（年4回　ウィングス京都にて実施）

②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
　・　働くあなたの真のワーク・ライフ・バランス
　・　防災と男女共同参画
　・　ＬＧＢＴって何？

２．事業実施における課題

受付・事務作業の簡略化と担当職員の育成

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

啓発事業及び学習支援

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 200 250 △ 50

事業の計画

１．実施内容

　・　初めて父親になる男性を対象に育児講座を実施（全2回）

２．事業実施における課題

育児期だけの家事・育児参画だけでなく、日常生活の一部としてとらえるための働きか
け

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

啓発事業及び学習支援

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 300 400 △ 100

事業の計画

１．実施内容

・　育児中の女性を対象に、安心して職場復帰し、主体的にキャリア構築できる講座を
　　実施（全2回）

２．事業実施における課題

講座終了後のネットワーク構築

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

啓発事業及び学習支援 事業企画課

女性の就業継続支援講座

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
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公益3 （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 300 320 △ 20

事業の計画

１．実施内容

高校や大学、関係機関等と連携しデートＤＶやＤＶの予防講座を実施する。

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

啓発事業及び学習支援

ＤＶ予防講座

ＤＶや性暴力根絶のために、若年層に向けた予防教育を実施し、学生たち（子
どもたち）が加害者にも被害者にもならないための取組みを実施する。

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 300 330 △ 30

事業の計画

１．実施内容

小学生女子とその保護者を対象に、リケジョのロールモデル等の講演を実施する。

２．事業実施における課題

子どもの理科への関心を促すロールモデルの選定。
保護者自身のジェンダーバイアスへの気づき。

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

啓発事業及び学習支援

理系女子応援セミナー

小学生女子と、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3 （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 150 200 △ 50

事業の計画

大学との連携と協力

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

事業企画課

性暴力被害者支援事業

２．事業実施における課題

１．実施内容

大学法学部の学生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

企業・大学・地域との連携事業

法を学ぶ学生を対象に「法とジェンダー」について学ぶ機会を提供することで、
今後の安全な社会づくりの担い手を育成する。

公益目的事業会計
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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 300 200 100

事業の計画

１．実施内容

京都6女子大学と地域の企業との連携により、ロールモデルセミナーを実施し、女性が
働き続けることや自身のキャリアについてイメージできる場とする。（全1回）

２．事業実施における課題

6女子大学や企業との円滑な連携

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・大学・地域との連携事業 事業企画課

女子大学生と考える女性活躍

大学生と協働で事業を行うことで男女共同参画の加速化をめざす

会計 公益目的事業
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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 300 200 100

事業の計画

１．実施内容

暴力を振るわない大多数の人たち（この問題に「無関係だ」と考えがちな男性たち）が、
主体的に解決へ向けた行動をおこすためのきっかけづくりを行う。
協働先：ホワイトリボンキャンペーンジャパン

２．事業実施における課題

より多くの男性が、興味を持ち参加するためのしかけ。

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・大学・地域との連携事業

男性の意識改革セミナー

「男性の非暴力」の取組みを通して、女性への暴力や男女共同参画の視点に
ついて、男性自身が考えるきっかけを促す。

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 13,790 14,592 △ 802

事業の計画

１．実施内容

・　フィットネス講座（10コース×3期＝33コース）
・　うた講座（4コース×3期＝12コース）
・　歌声喫茶（年12回・拡大版の実施を含む）
・　朗読講座（1クラス×2期）
*　新規「大人のコーラス」（1クラス×3期）／陰陽ヨガ（1クラス×3期）／ピラティスshape
（1クラス×3）

２．事業実施における課題

新規講座の定着と安定した講座実施

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

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

保育事業を保育グループマザーグースと協働で実施
・　事業参加者の保育／施設利用者の保育
　　　　4か月以上就学前までの子ども対象
・　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や他の子育て関連団体と連携し
　　　　実施

２．事業実施における課題

新しい対象年齢に対応する体制整備

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 15,025 13,449 1,576

事業の計画

１．実施内容

・　女性のための相談
　　（電話・面接・女性への暴力相談・法律相談）
・　男性のための相談
　　（面接・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
・　男性DV電話相談の効果的な実施

男女共同参画に関する相談

相談業務

①女性のための相談／②男性のための相談

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 300 350 △ 50

事業の計画

１．実施内容

・　講義とリラクゼーションワークを取り入れた講座を実施（全5回）
・　講座後のアフター会の実施と、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

２．事業実施における課題

潜在的な対象者へのアプローチ

男女共同参画に関する相談

相談事業

①ＤＶ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 810 960 △ 150

事業の計画

１．実施内容

・佛教大学の委託を受け、学生や教職員対象のハラスメント相談室に相談員1名を
派遣する（週1回）
・相談員を対象にグループスーパービジョンや研修を実施する。

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

②大学相談室派遣事業／③相談員研修

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。
相談員のスキルアップを図る。

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 150 270 △ 120

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
・　京都ストーカー総合対策ネットワーク連絡会議
・　苦情・要望等処理制度の受付

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

関係機関連携／苦情・要望等処理制度の受付

関係機関連携／苦情・要望等処理制度の受付

・　相談に関わる機関の連携により、支援機関の相互交流と、支援員の資質
　　向上を図る。
・　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

男女共同参画に関するテーマについて演者を招き、講演会を行う。

２．事業実施における課題

京都市や京都市男女共同参画市民会議運営懇談会との円滑な協働

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

京都市男女共同参画市民会議（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 40 130 △ 90

事業の計画

１．実施内容

・　歩いて暮らせるまちづくり推進会議との連携事業実施
・　講座受講生の成果発表会の実施
・　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
・　ピンクリボン活動啓発事業

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

-　24　-



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 150 180 △ 30

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、
　　府の男女共同参画センターや近隣の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

地域コミュニティ活性化の促進事業

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 340 340 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

市内のNPOやグループの発掘と対象者への効果的な広報

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

男女共同参画社会の実現に向けた取組や企画をもつNPOやグループに対し、
助成を行い、地域における男女共同参画の推進を図る。

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 350 300 50

事業の計画

１．実施内容

・　災害時の女性の困難と対策
・　地域の防災・減災を男女共同参画の視点で確認する。

２．事業実施における課題

防災に携わる地域の団体や関係機関との連携と男性に向けた意識改革

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 事業企画課

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
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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 150 160 △ 10

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 940 1,170 △ 230

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

男女共同参画の視点に沿った相談員養成講座の実施

２．事業実施における課題

男女共同参画の視点を落とし込むためのプログラム構築

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 31,842 31,663 179

事業の計画

１．実施内容

（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
　　　　・　消防訓練の実施

（３）　ＫＥＳ環境マネジメントにおける環境改善（目標）
　　　　・　水の利用　基準年（前年度）比100％以下。
　　　　・　紙の使用（Ａ４用紙）　基準年（前年度）比100％以下。
　　　　・　環境保全　近隣の高倉小学校と連携し環境保全に努める。
　　　　　　　　　　　　　同校の保全活動を紹介し、施設利用者への啓発を行う。

（４）　サービス向上
　　　　・　利用者へのわかりやすい説明と心地よい対応
　　　　・　利用者の利便性に配慮した支払方法の検討
　　　　・　見やすい案内表示の工夫

（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の活用作成等）

２．事業実施における課題

目的登録団体にこれまで以上の会場活用を呼びかけるとともに、センター事業への積
極的な参加を促す。

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

総務課

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 公益目的事業
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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 55,385 53,920 1,465

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）　ＫＥＳ環境マネジメントにおける環境改善（目標）（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

・　ギャラリースペースの認知度向上と新規利用者の開拓
・　利用料金値上げに対する理解を求め、値上げによる稼働率低下を防ぐ

収益事業

京都市男女共同参画センターの目的利用
団体以外に対する施設管理業務

総務課

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
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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 4,129 4,419 △ 290

事業の計画

１．実施内容

２．事業実施における課題

・　新しい組織体制による効率的な業務の遂行
・　次世代を担うリーダーの育成
・　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 総務課

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。

会計 法人会計

（１）　評議員会・理事会の開催・運営
　　　　・　評議員・理事・監事の改選
　　　　・　評議員会　　　　　　　　　　 年1回　6月　  （臨時に開催する場合もある）
　　　　・　理事会　　　　　　　　　　　　年3回　5・6・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・3月  （臨時に開催する場合もある）
　　　　・　事務局会議（事務局長・課長・係長・主任）　　毎週1回
　　　　・　各係会議　                             月1回程度
　
（２）　組織　別紙1
　　　　・　運営体制強化を目的とした組織の改編

（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
　　　　・　外部評価委員会の開催

（４）　人事・労務・研修
　　　　・　新規採用の嘱託職員の研修・育成
　　　　・　風通しの良い職場づくり
　　　　　　　日常的な挨拶やコミュニケーションの促進
　　　　　　　業務の見直しや効率化

（５）　公益法人に関する業務

（６）　その他の財団運営
　　　　・　大学インターンシップ受け入れ
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法人 （単位：千円）

定款

事業名

目的

予算額（再掲） 前年度予算額 増減

事業費 4,129 4,419 △ 290

事業の計画

１．実施内容

（１）　収入の安定
         ・　利用料金制導入にともない、貸会場の稼働率を上げ、収入の安定をはかる。
　　　　　　特に稼働率が芳しくない施設については、広報を強化するなど対策を講じる。
　　　　・　自主事業の充実
　　　　・　京都市、他都市や企業・大学からの事業の受託
（２）  自律化への対応
　　　　・京都市からの自律化に向け、方法等の検討・実施

２．事業実施における課題

・　稼働率向上のための営業やサービス向上の取組み
・　事業収入の拡大
・　収支の均衡

財団運営

財務運営 総務課

収入の安定と収支相償

会計 法人会計
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