
東京都女性活躍推進計画　事業一覧 ※☆印は前計画からの新規事業

No 新規 事業名 再掲 所管局

1 ☆ 働き方改革促進事業 産業労働局
2 ☆ テレワーク等普及推進事業 産業労働局
3 ☆ ライフ・ワーク・バランス推進事業 産業労働局

4 ☆ 家庭と仕事の両立支援推進事業 産業労働局
5 ☆ 働きやすい職場環境づくり推進事業 産業労働局
6 ☆ 働く人のチャイルドプランサポート事業 産業労働局
7 ☆ 働くパパママ育休取得応援事業 産業労働局

8 働く女性応援事業 産業労働局
9 職場における男女平等の推進 産業労働局

10 男女雇用平等参画状況調査 産業労働局
11 職場における男女平等の推進 産業労働局
12 資料の発行・整備 産業労働局
13 女性の活躍推進シンポジウム等 生活文化スポーツ局

14 公共調達を通じた女性活躍の支援 財務局・各局
15 ☆ 女性従業員のキャリアアップ応援事業 産業労働局
16 東京都女性活躍推進大賞の贈呈 生活文化スポーツ局

17 ☆ 働きやすい職場環境づくり推進事業 再掲 産業労働局
18 ☆ 家庭と仕事の両立支援推進事業 再掲 産業労働局
19 ☆ 働く人のチャイルドプランサポート事業 再掲 産業労働局
20 ☆ 働くパパママ育休取得応援事業 再掲 産業労働局
21 ☆ 正規雇用等転換安定化支援事業 産業労働局
22 非正規雇用アドバイザー制度 産業労働局
23 労働相談 産業労働局
24 非正規雇用に関する法令等普及啓発事業 産業労働局

25 ☆ 民間企業と連携した交流イベントの開催(キャリア・メンター制度の拡充) 総務局
26 ☆ 女性活躍推進企業等との合同就職面接会 産業労働局
27 ☆ 若者正社員チャレンジ事業 産業労働局
28 ☆ ミドルチャレンジ事業 産業労働局
29 職業訓練の実施 産業労働局

30 保育サービスの拡充 福祉保健局
31 認証保育所の推進 福祉保健局
32 認証保育所に対する税制支援 主税局
33 私立幼稚園等における預かり保育の推進 生活文化スポーツ局
34 認証保育所の指導監督等 福祉保健局
35 認可外保育施設に対する巡回指導強化事業 福祉保健局
36 認証保育所等研修事業 福祉保健局
37 認可外保育施設利用支援事業 福祉保健局
38 待機児童解消に向けた税制支援 主税局
39 認定こども園の推進 生活文化スポーツ局・福祉保健局・教育庁
40 子育て推進交付金 福祉保健局
41 延⾧保育 福祉保健局
42 病児保育事業費補助 福祉保健局
43 院内保育施設の支援 福祉保健局
44 都立病院・公社病院における病児保育事業の実施 病院経営本部
45 一時預かり事業補助 福祉保健局

第１章　ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍推進
１　生活と仕事を両立できる環境づくり

（１）柔軟な働き方の普及・定着促進
ア　柔軟な働き方の普及および定着に向けた支援

ア ポジティブ・アクションの推進

イ 雇用機会均等に関する普及啓発

ウ 女性活躍推進に向けた事業者の取組促進

ア 働きやすい雇用環境整備などによる職場における女性の活躍推進

イ 子育て・介護等と仕事を両立できる環境づくり

２　妊娠・出産・子育てに対する支援

（２）雇用機会の均等と女性の職域拡大・登用促進

（３）女性の就業継続やキャリア形成

イ キャリア形成・能力開発支援

ア 保育サービスの充実
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戦略５ 誰もが輝く働き方実現戦略  

政策目標 目標年次 目標値

高齢者（うち60～69歳）の有業率 令和9年 61.0％

都内企業のテレワーク導入率 令和12年度 80％

女性（うち 25～44歳）の有業率 令和９年 82.0％

 

戦略７ 「住まい」と「地域」を大切にする戦略  

政策目標 目標年次 目標値

ボランティア行動者率 令和12年度 40％以上

 

戦略８ 安全・安心なまちづくり戦略  

政策目標 目標年次 目標値

特別区消防団の充足率 令和12年度 90％以上

 

戦略９ 都市の機能をさらに高める戦略  

政策目標 目標年次 目標値

鉄道利用者の安全な移動を支援
令和７年度

ホームドアの整備（地下鉄駅）100%※

※東京地下鉄（株）は管理駅に限る
令和 12年度 ホームドアの整備（JR・私鉄駅）約 6割
令和12年度 案内サイン統一化に向けた取組 37駅
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東京都女性活躍推進計画　事業一覧 ※☆印は前計画からの新規事業

新規 事業名 再掲 所管局
定期利用保育事業補助 福祉保健局
子供家庭支援センター事業 福祉保健局
子育てひろば機能の充実 福祉保健局

☆ ベビーシッター利用支援事業 福祉保健局
☆ 院内保育の地域開放 病院経営本部

☆ とうきょう子育て応援パートナー事業 福祉保健局
親の子育て力向上支援事業 福祉保健局
学童クラブ事業の充実 福祉保健局
放課後における子供の居場所づくり 教育庁
児童相談所の運営 福祉保健局
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の推進 福祉保健局
とうきょうママパパ応援事業（旧出産・子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）） 福祉保健局
児童虐待防止への取組の推進 教育庁・警視庁・福祉保健局
子供の心診療拠点病院 福祉保健局

☆ 家事支援外国人受入事業 政策企画局
☆ サポートコンシェルジュ事業 福祉保健局
☆ 予防的支援推進とうきょうモデル事業 福祉保健局

☆ 男性育休取得促進に向けた普及啓発事業 産業労働局
☆ 都庁における男性職員の育児休業等の取得促進 総務局

子供が生まれる前の夫婦に向けたライフ・ワーク・バランスの普及啓発 生活文化スポーツ局
中小企業従業員融資 産業労働局
男性の家事・育児への参画 生活文化スポーツ局

☆ 家庭と仕事の両立支援推進事業 再掲 産業労働局
☆ 働く人のチャイルドプランサポート事業 再掲 産業労働局
☆ 働くパパママ育休取得応援事業 再掲 産業労働局
☆ 男性の家事・育児参画状況実態調査 生活文化スポーツ局
☆ 働きやすい職場環境づくり推進事業 再掲 産業労働局
☆ 男性の家事・育児参画に向けたマインドチェンジプロジェクト 生活文化スポーツ局

福祉のまちづくりの普及･推進 福祉保健局
福祉のまちづくり事業の実施 都市整備局・交通局
マタニティマークの普及への協力 交通局

☆ 地下鉄におけるトイレ改修  交通局
☆ 都営バスへの二人乗りベビーカー利用の普及拡大 交通局
☆ 都道のバリアフリー化 建設局
☆ 公園のバリアフリー化 建設局

心と情報のバリアフリーに向けた普及・推進 福祉保健局
子育て親子の外出環境整備事業（赤ちゃん・ふらっと事業） 福祉保健局

☆ 子育て応援スペースの導入拡大 交通局
☆ 住宅確保要配慮者に対する居住支援の推進 住宅政策本部

在宅介護サービス 福祉保健局
認知症高齢者グループホーム 福祉保健局
介護保険施設の整備(特別養護老人ホーム) 福祉保健局
介護保険施設の整備(老人保健施設) 福祉保健局

☆ 働きやすい職場環境づくり推進事業 再掲 産業労働局
☆ 家庭と仕事の両立支援推進事業 再掲 産業労働局
☆ 介護休業取得応援事業 産業労働局

中小企業従業員融資 再掲 産業労働局

労働相談 再掲 産業労働局
☆ 若年者の雇用就業支援（就活チャット相談） 産業労働局

ハラスメント防止連絡会議 総務局
セクシュアル･ハラスメント等防止に関する研修 教育庁
ハラスメント防止に関する研修 総務局

☆ ダイバーシティ時代のハラスメント対策 総務局

ア 相談・普及啓発

イ 都庁内におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止対策

ア 介護への支援
３　介護に対する支援

４　職場や就職活動におけるハラスメントの防止

イ 地域での子育て支援

ウ 子育てと仕事の両立が可能な環境づくりの促進

エ 行動しやすいまちづくり

イ　介護と仕事の両立が可能な環境づくりの促進
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東京都女性活躍推進計画　事業一覧 ※☆印は前計画からの新規事業

No 新規 事業名 再掲 所管局

99 女性ベンチャー成⾧促進事業 産業労働局
100 創業支援の融資 産業労働局
101 ☆ クラウドファンディングを活用した資金調達支援 産業労働局
102 女性・若者・シニア創業サポート事業 産業労働局
103 創業支援拠点の運営(丸の内・多摩） 産業労働局
104 創業支援施設の提供 産業労働局
105 ☆ 女性経営者等の活躍促進事業 産業労働局
106 農業改良特別指導（とうきょう農業女性活躍推進①） 産業労働局
107 ☆ 意欲的農業者経営発展対策（とうきょう農業女性活躍推進②） 産業労働局
108 女性・青年農業者育成対策 産業労働局

109 女性しごと応援テラス事業 産業労働局
110 ☆ 女性しごと応援テラス事業（多摩） 産業労働局
111 多摩地域女性就業支援プログラム事業 産業労働局
112 ☆ 東京医師アカデミー・復職支援プログラム 病院経営本部
113 ☆ 女性向けデジタル・ビジネススキル習得訓練事業 産業労働局
114 ☆ 女性しごと応援キャラバン 産業労働局
115 レディGO!Projectプラス 産業労働局
116 ☆ レディＧＯ!ワクワク塾 産業労働局
117 ☆ 女性しごとEXPO 産業労働局
118 ☆ 女性活躍推進企業等との合同就職面接会 再掲 産業労働局
119 女性向け委託訓練の実施 産業労働局
120 病院勤務者勤務環境改善事業 福祉保健局
121 ☆ 保育支援つき施設内訓練 産業労働局
122 ☆ テレワークを活用した女性の雇用拡大事業 産業労働局

123 周産期母子医療体制の整備 福祉保健局
124 小児救急医療体制の整備 福祉保健局
125 母子保健医療に関する相談事業 ・情報提供事業 福祉保健局
126 医療費の助成等 福祉保健局
127 不妊治療費の助成 福祉保健局
128 不妊検査等助成 福祉保健局
129 ☆ 不育症検査助成 福祉保健局

130 生涯を通じた女性の健康支援 福祉保健局
131 女性専用外来の設置 病院経営本部
132 ☆ 女性医療の充実 病院経営本部
133 ☆ 女性の健康等に関する普及啓発 病院経営本部
134 ☆ 女性アスリートへの支援（普及啓発冊子の作成） 生活文化スポーツ局
135 生活習慣改善推進事業 福祉保健局
136 「ちょっと実行、ずっと健康。」ウォーキングマップ作成・活用事業 福祉保健局
137 地域のつながりを通じた生活習慣改善推進事業 福祉保健局
138 女性のがん対策強化事業 福祉保健局
139 ☆ 東京ユースヘルスケア推進事業 福祉保健局
140 ☆ 都立高校等での生涯の健康に関する理解促進及び相談等への支援 教育庁
141 自殺総合対策東京会議 福祉保健局
142 自殺問題に関する普及啓発 福祉保健局
143 「ゲートキーパー」の養成 福祉保健局
144 「こころといのちの相談・支援東京ネットワーク」の構築 福祉保健局
145 夜間こころの電話相談事業 福祉保健局
146 東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～ 福祉保健局
147 地域自殺対策強化事業 福祉保健局
148 ☆ ＳＮＳ自殺相談 福祉保健局
149 学校における性教育の実施 教育庁
150 性感染症対策・エイズ対策 福祉保健局
151 エイズ啓発拠点事業の充実・強化 福祉保健局
152 エイズ対策普及啓発活動の強化 福祉保健局

ア 起業家・自営業者への支援

ア 育児や介護を理由とする離職者に対する再就職支援

ア 母子保健医療体制の整備及び相談等の支援

５　起業等を目指す女性に対する支援 

６　育児や介護等を理由とする離職者に対する再就職支援

７　生涯を通じた男女の健康支援

イ 各年代に応じた健康支援及び性教育
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東京都女性活躍推進計画　事業一覧 ※☆印は前計画からの新規事業

No 新規 事業名 再掲 所管局

153 ☆ 経済団体等との連携による女性活躍の推進 生活文化スポーツ局
154 ☆ ライフ・ワーク・バランス推進事業 再掲 産業労働局
155 ☆ 家庭と仕事の両立支援推進事業 再掲 産業労働局
156 働く女性への支援 生活文化スポーツ局
157 ☆ 男性の家事・育児参画に向けたマインドチェンジプロジェクト 再掲 生活文化スポーツ局
158 ☆ 男性の家事・育児参画状況実態調査 再掲 生活文化スポーツ局
159 女性の活躍推進シンポジウム等 再掲 生活文化スポーツ局
160 東京都女性活躍推進大賞の贈呈 再掲 生活文化スポーツ局

161 ☆ 民間企業と連携した交流イベントの開催(キャリア・メンター制度の拡充) 再掲 総務局
162 講義用教材の普及によるキャリアデザイン意識の醸成 生活文化スポーツ局
163 ☆ キャリアデザインのためのeラーニングコンテンツ提供 生活文化スポーツ局
164 ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バランスの運営 生活文化スポーツ局
165 子供が生まれる前の夫婦に向けたライフ・ワーク・バランスの普及啓発 再掲 生活文化スポーツ局
166 ☆ 女性従業員のキャリアアップ応援事業 再掲 産業労働局

167 男性の家事・育児への参画 再掲 生活文化スポーツ局
168 ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バランスの運営 再掲 生活文化スポーツ局
169 子供が生まれる前の夫婦に向けたライフ・ワーク・バランスの普及啓発 再掲 生活文化スポーツ局

170 ☆ 多様な主体と連携した意識改革 生活文化スポーツ局
171 ☆ 「無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）」への取組 生活文化スポーツ局
172 ☆ 男性の家事・育児参画に向けたマインドチェンジプロジェクト 再掲 生活文化スポーツ局
173 ☆ 男性の家事・育児参画状況実態調査 再掲 生活文化スポーツ局
174 ☆ ライフ・ワーク・バランス推進事業 再掲 産業労働局
175 ☆ 家庭と仕事の両立支援推進事業 再掲 産業労働局
176 ☆ 働くパパママ育休取得応援事業 再掲 産業労働局
177 ☆ 男性育休取得促進に向けた普及啓発事業 再掲 産業労働局

178 ☆ 多様な主体と連携した意識改革 再掲 生活文化スポーツ局
179 ☆ 「無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）」への取組 再掲 生活文化スポーツ局
180 ☆ 経済団体等との連携による女性活躍の推進 再掲 生活文化スポーツ局
181 ☆ 区市町村への支援 生活文化スポーツ局
182 女性の活躍推進シンポジウム等 再掲 生活文化スポーツ局
183 東京都女性活躍推進大賞の贈呈 再掲 生活文化スポーツ局
184 働く女性への支援 再掲 生活文化スポーツ局
185 ☆ 女性の悩み相談サイト「TOKYOメンターカフェ」 生活文化スポーツ局
186 男性の家事・育児への参画 再掲 生活文化スポーツ局
187 ☆ 男性の家事・育児参画に向けたマインドチェンジプロジェクト 再掲 生活文化スポーツ局
188 普及啓発及び情報提供の実施 生活文化スポーツ局、政策企画局
189 インターネットによる情報提供 生活文化スポーツ局
190 年次報告の公表 生活文化スポーツ局
191 東京ウィメンズプラザ図書資料室の運営 生活文化スポーツ局
192 女性団体との交流 生活文化スポーツ局

193 都職員の旧姓使用 総務局、各局
194 庁内広報紙作成のポイント 生活文化スポーツ局
195 男女平等参画推進会議の運営 生活文化スポーツ局

ア 都庁内における対応

第２章　男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ

ア 働く場の意識改革

イ　キャリア形成意識の醸成

ア 男性の主体的な家事・育児参画に向けた意識改革

イ 男性を後押しする社会全体の気運醸成

ア 情報の発信と普及啓発

（１）「働く」の意識改革

（２）男性の家事・育児参画に向けた意識改革

（３）男女平等参画に向けた意識改革

（４）社会制度・慣行の見直し

１　生活と仕事における意識改革
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東京都女性活躍推進計画　事業一覧 ※☆印は前計画からの新規事業

新規 事業名 再掲 所管局

学校における人権教育の実施 教育庁
人権教育に関する指導内容や方法の改善・充実 教育庁

☆ 保育体験活動についての指導・助言 教育庁
インターンシップの推進 教育庁
中学生の職場体験の推進 教育庁
進路指導の充実 教育庁
教職員への人権研修の実施 教育庁
都立高校における男女別定員制の緩和 教育庁

講義用教材の普及によるキャリアデザイン意識の醸成 再掲 生活文化スポーツ局
☆ キャリアデザインのためのeラーニングコンテンツ提供 再掲 生活文化スポーツ局

中学生の職場体験の推進 再掲 教育庁
現場体験型インターンシップ 総務局(東京都立大学)

☆ 募集広報活動支援携帯端末装置を活用した募集活動の推進 東京消防庁

社会教育関係職員等研修の実施 教育庁
情報資料の収集と提供 教育庁
都立学校公開講座 教育庁
自主学習活動の支援 生活文化スポーツ局

☆ 東京リカレント（仮称）プロジェクト 総務局
☆ 東京都立大学プレミアム・カレッジ 総務局
☆ 職業訓練の実施 再掲 産業労働局

☆ 民間企業と連携した交流イベントの開催(キャリア・メンター制度の拡充) 再掲 総務局
☆ 都庁における男性職員の育児休業等の取得促進 再掲 総務局

東京都職員「ライフ・ワーク・バランス」推進プラン 総務局
東京都教職員ライフ・ワーク・バランス推進プラン（教育委員会） 教育庁

☆ 女性活躍推進のための研修の実施 水道局
☆ 女性活躍推進に向けた研修強化 総務局

審議会等への女性委員の任用促進 各局、生活文化スポーツ局

女性防災人材の育成 総務局
防災（語学）ボランティア 生活文化スポーツ局
防火防災訓練の推進による地域全体の防災力の強化 東京消防庁
消防団活動継続のための環境整備 東京消防庁

☆ 女性消防職員の活躍を支援する環境整備 東京消防庁
☆ 東京消防庁特定事業主行動計画 東京消防庁

地域で活躍する女性の活動を紹介する動画 生活文化スポーツ局
共助社会づくり推進事業 生活文化スポーツ局

☆ 「地域力」向上に向けた取組 生活文化スポーツ局

ア 地域における男女平等参画の促進

ア 学校での男女平等

ア 若者のキャリア教育の推進

ア 多様な学習機会の提供

ア 防災における男女平等参画の促進

ア 政治・行政・教育分野における男女平等参画の促進

２　教育・学習の充実
（１）学校での男女平等

（２）若者のキャリア教育の推進

（３）多様な学習・研修機会等の提供

（１）政治・行政等分野

（２）防災・復興分野

（３）地域活動

３　あらゆる分野における女性の参画拡大
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東京都女性活躍推進計画　事業一覧 ※☆印は前計画からの新規事業

No 新規 事業名 再掲 所管局

232 東京都ひとり親家庭支援センター事業 福祉保健局
233 母子・父子自立支援員の活動 福祉保健局
234 ひとり親家庭等生活向上事業の実施 福祉保健局
235 ☆ ひとり親向けオンライン訓練・就活支援事業 産業労働局
236 ひとり親家庭等在宅就業推進事業 福祉保健局
237 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 福祉保健局
238 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業 福祉保健局
239 東京都ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 福祉保健局
240 母子・父子自立支援プログラム策定事業 福祉保健局
241 ひとり親家庭相談窓口強化事業 福祉保健局
242 職業訓練の実施（母子家庭の母等に対する職業訓練） 産業労働局
243 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助 福祉保健局
244 児童扶養手当・児童育成手当（育成手当）の支給 福祉保健局
245 母子及び父子福祉資金の貸付 福祉保健局
246 ひとり親家庭に対する都営住宅の入居機会の拡大 住宅政策本部

247 保育サービスの拡充 再掲 福祉保健局
248 認証保育所の推進 再掲 福祉保健局
249 認定こども園の推進 再掲 生活文化スポーツ局・福祉保健局・教育庁
250 一時預かり事業補助 再掲 福祉保健局
251 定期利用保育事業補助 再掲 福祉保健局
252 学童クラブ事業の充実 再掲 福祉保健局
253 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の推進 再掲 福祉保健局
254 ☆ ベビーシッター利用支援事業 再掲 福祉保健局
255 ☆ 住宅確保要配慮者に対する居住支援の推進 再掲 住宅政策本部

256 救急直接通報システム及び住宅火災直接通報システムの整備支援 福祉保健局・東京消防庁
257 シルバーピアの整備 福祉保健局・住宅政策本部
258 サービス付き高齢者向け住宅等の登録・閲覧制度 住宅政策本部
259 サービス付き高齢者向け住宅の供給助成 住宅政策本部
260 高齢者等入居支援事業「あんしん居住制度」 住宅政策本部
261 単身者向け都営住宅の公募 住宅政策本部
262 ☆ 住宅確保要配慮者に対する居住支援の推進 再掲 住宅政策本部
263 生活習慣改善推進事業 再掲 福祉保健局
264 「ちょっと実行、ずっと健康。」ウォーキングマップ作成・活用事業 再掲 福祉保健局
265 地域のつながりを通じた生活習慣改善推進事業 再掲 福祉保健局
266 ☆ シニアスポーツ振興事業 生活文化スポーツ局
267 ☆ 人生100年時代社会参加マッチング事業 福祉保健局
268 ☆ 東京都シニア・コミュニティ交流大会 生活文化スポーツ局
269 高齢者の雇用就業支援事業 産業労働局
270 職業訓練の実施（高年齢者訓練） 産業労働局
271 はつらつ高齢者就業機会創出支援事業 産業労働局
272 シルバー人材センター事業の推進 産業労働局

273 福祉のまちづくりの普及･推進 再掲 福祉保健局
274 福祉のまちづくり事業の実施 再掲 都市整備局・交通局
275 心と情報のバリアフリーに向けた普及・推進 再掲 福祉保健局
276 ☆ 都道のバリアフリー化 再掲 建設局
277 ☆ 公園のバリアフリー化 再掲 建設局

278 ☆ 東京都若者総合相談センター「若ナビα」の運営 生活文化スポーツ局
279 ☆ 若者正社員チャレンジ事業 再掲 産業労働局
280 若年者の雇用就業支援事業 産業労働局
281 職業訓練の実施（若年者能力開発訓練） 産業労働局
282 講義用教材の普及によるキャリアデザイン意識の醸成 再掲 生活文化スポーツ局
283 ☆ キャリアデザインのためのeラーニングコンテンツ提供 再掲 生活文化スポーツ局

ア 若年層への支援

イ 行動しやすいまちづくり

イ 保育サービス等の整備

１　ひとり親家庭への支援

２　高齢者への支援

ア ひとり親家庭の相談や就業支援等

ア 地域における高齢者への支援

第３章　多様な人々の安心な暮らしに向けた支援

３　若年層への支援
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東京都女性活躍推進計画　事業一覧 ※☆印は前計画からの新規事業

新規 事業名 再掲 所管局

共生社会実現に向けた障害者理解促進事業 福祉保健局
☆ 障害児支援の提供体制の整備 福祉保健局
☆ 医療的ケア児等とその家族への支援の充実 福祉保健局

福祉のまちづくりの普及･推進 再掲 福祉保健局
福祉のまちづくり事業の実施 再掲 都市整備局・交通局

☆ 地下鉄におけるトイレ改修 再掲  交通局
☆ 都道のバリアフリー化 再掲 建設局
☆ 公園のバリアフリー化 再掲 建設局

心と情報のバリアフリーに向けた普及・推進 再掲 福祉保健局
☆ 住宅確保要配慮者に対する居住支援の推進 再掲 住宅政策本部

☆ パートナーシップ制度の導入 総務局
☆ 都立高校における制服の自由選択化の推進 教育庁
☆ 性自認及び性的指向に関する企業研修 総務局
☆ 交流の場・機会提供事業 総務局

普及啓発の推進 総務局
男女平等参画に関する総合相談 生活文化スポーツ局
人権問題に関する相談 総務局

☆ 性自認及び性的指向に関する相談 総務局

男女平等参画審議会の運営 生活文化スポーツ局
男女平等参画推進会議の運営 再掲 生活文化スポーツ局
年次報告の公表 再掲 生活文化スポーツ局

男女平等参画に関する総合相談 再掲 生活文化スポーツ局
女性の福祉に関する一般相談 福祉保健局
労働相談 再掲 産業労働局

女性も男性も輝くTOKYO会議の運営 生活文化スポーツ局
配偶者暴力対策のためのネットワーク会議 生活文化スポーツ局
区市町村との連絡会議等 生活文化スポーツ局
区市町村男女平等参画施策推進状況調査の実施 生活文化スポーツ局
男女平等参画（女性）センター館長会議 生活文化スポーツ局
区市町村職員等への研修の実施 生活文化スポーツ局

ウ 区市町村や事業者等との連携

ア 障害者への支援

イ 行動しやすいまちづくり

ア 性的少数者への支援

ア 都における体制

イ 相談（都民からの申出）

５　性的少数者への支援

４　障害者への支援

「推進体制」
推進体制
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東京都女性活躍推進計画　都民・事業者の取組一覧

項目 団体名

～ 周知・普及啓発 商工会議所、経営者協会
～ 両立支援のための環境整備 中小企業団体中央会、中小企業家同友会、医師会、看護協会
～ 研修・セミナー等の開催 商工会議所、中小企業家同友会、連合東京
～ テレワークの普及・定着促進 中小企業団体中央会
～ 好事例の共有 中小企業家同友会
～ 多様な働き方に対応した取組 連合東京

～ 一般事業主行動計画策定支援 経営者協会、中小企業団体中央会
～ 女性の参画推進 中小企業団体中央会、工業団体連合会
～ 好事例の共有 商工会議所、中小企業家同友会、私大連盟、書籍出版協会、生協連合会

～ 周知・普及啓発 商工会連合会、経営者協会、中小企業団体中央会、工業団体連合会、専修学校各種学校協会、書籍出版協
会、雑誌協会、連合東京

～ 研修・セミナー等の開催 専修学校各種学校協会
～ 委員会等における検討 書籍出版協会

～ 研修・セミナー等の開催 商工会議所、生協連合会
～ 周知・普及啓発 商工会連合会、中小企業団体中央会、工業団体連合会、医師会、連合東京

～ キャリア形成・能力開発支援 商工会議所、商工会連合会、専修学校各種学校協会
～ 女性のための顕彰活動 国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン

～ 地域での支援 私立幼稚園連合会、公立幼稚園･こども園ＰＴＡ連絡協議会、小学校ＰＴＡ協議会、公立中学校ＰＴＡ協議
会、公立高等学校定通ＰＴＡ連合会、国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン、ボランティア・市民活動センター

～ 周知・普及啓発 商工会議所
～ 一般事業主行動計画策定支援 経営者協会、中小企業団体中央会
～ テレワークの普及・定着促進 中小企業団体中央会
～ 両立支援のための環境整備 中小企業団体中央会、医師会、青年会議所、書籍出版協会、連合東京、生協連合会

～ 地域での支援 地域婦人団体連盟、ボランティア・市民活動センター

～ 両立支援のための環境整備 経営者協会、中小企業団体中央会、看護協会、書籍出版協会、連合東京、生協連合会
～ 周知・普及啓発 商工会議所、私大連盟

～ 普及啓発・研修・相談 商工会議所、経営者協会、工業団体連合会、私立初等学校協会、専修学校各種学校協会、書籍出版協会、生
協連合会

～ 活動支援 商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、ＮＰＯサポートセンター
～ 周知・普及啓発 商店街振興組合連合会
～ 相談対応 書籍出版協会

～ 就業支援 看護協会
～ キャリア形成・能力開発支援 商工会連合会
～ 女性のための顕彰活動 国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン
～ 活動支援 商工会連合会

～ 出産準備支援・育児支援等 看護協会

～ 健康支援 商工会議所、医師会
～ 周知・普及啓発 経営者協会、看護協会
～ 地域での支援 地域婦人団体連盟
～ 提唱活動 国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン
～ 性教育等 医師会、看護協会、私立初等学校協会

第1章　ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍推進
１　生活と仕事を両立し活躍できる環境づくり

７　生涯を通じた男女の健康支援

４　職場や就職活動におけるハラスメントの防止

５　起業等を目指す女性に対する支援 

６　育児や介護等を理由とする離職者に対する再就職支援

２　妊娠・出産・子育てに対する支援

イ　介護と仕事の両立が可能な環境づくりの促進

（１）柔軟な働き方の普及・定着促進

３　介護に対する支援

（２）雇用機会の均等と女性の職域拡大・登用促進

ア　相談・普及啓発

ア　起業家・自営業者への支援

ア　育児や介護を理由とする離職者に対する再就職支援

ア　母子保健医療体制の整備及び相談等の支援

イ　各年代に応じた健康支援及び性教育

（３）女性の就業継続やキャリア形成

ア　柔軟な働き方や両立支援制度の整備促進

番号

ア　ポジティブ・アクションの推進 

イ　雇用機会均等に関する普及啓発

ア　働きやすい雇用環境整備などによる職場における女性の活躍推進

イ　キャリア形成・能力開発支援

ア　地域での子育て支援

イ　子育てと仕事の両立が可能な環境づくりの促進

ア　介護への支援
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項目 団体名番号

～ 働く場における男女平等参画の促進 経営者協会、青年会議所
～ 研修・セミナー等の開催 商工会議所、中小企業家同友会、専修学校各種学校協会、連合東京、地域婦人団体連盟、生協連合会
～ 好事例の共有 中小企業家同友会、私大連盟、生協連合会

～ 周知・普及啓発 商工会議所、商工会連合会、経営者協会、中小企業団体中央会、工業団体連合会、医師会、専修学校各種学
校協会、書籍出版協会、連合東京

～ キャリア形成・能力開発支援 商工会連合会、中小企業家同友会
～ 両立支援のための環境整備 中小企業団体中央会、中小企業家同友会、医師会、看護協会
～ 女性の参画推進 中小企業団体中央会、工業団体連合会

～ 周知・普及啓発 公立幼稚園･こども園ＰＴＡ連絡協議会、青年会議所
～ 父親等のＰＴＡ参加 公立幼稚園･こども園ＰＴＡ連絡協議会
～ 地域での支援 公立中学校ＰＴＡ協議会

～ 周知・普及啓発 商工会議所、経営者協会
～ 研修・セミナー等の開催 商工会議所、中小企業家同友会
～ 両立支援のための環境整備 中小企業団体中央会、中小企業家同友会、医師会、看護協会

～ 周知・普及啓発 商工会議所、商工会連合会、工業団体連合会、中小企業家同友会、看護協会、私大連盟、商店街振興組合連
合会、書籍出版協会、雑誌協会、連合東京、地域婦人団体連盟、生協連合会

～ 研修・セミナー等の開催 私大連盟、専修学校各種学校協会、公立高等学校ＰＴＡ連合会
～ キャリア教育の支援 国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン

～ 制度・慣行の見直し検討 書籍出版協会、生協連合会

～ 男女平等参画意識の啓発 私立初等学校協会、私大連盟、小学校ＰＴＡ協議会、公立中学校ＰＴＡ協議会
～ 進路指導 公立高等学校ＰＴＡ連合会

～ 周知・普及啓発 看護協会、私大連盟、専修学校各種学校協会、公立高等学校ＰＴＡ連合会、公立高等学校定通ＰＴＡ連合
会、ボランティア・市民活動センター

～ 地域での教育 私立幼稚園ＰＴＡ連合会、私立初等学校父母の会連合会、小学校ＰＴＡ協議会、公立高等学校ＰＴＡ連合
会、特別支援学校ＰＴＡ連合会、国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン、ボランティア・市民活動センター

～ 家庭での教育 公立幼稚園･こども園ＰＴＡ連絡協議会
～ 看護職の教育 看護協会

～ キャリア教育の支援 商工会議所、経営者協会、中小企業家同友会、私立初等学校協会、専修学校各種学校協会、公立高等学校
ＰＴＡ連合会、公立高等学校定通ＰＴＡ連合会、連合東京、国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン

～ キャリア形成・能力開発支援 商工会連合会、中小企業家同友会

～ 地域での教育 私立幼稚園ＰＴＡ連合会、私立初等学校父母の会連合会、小学校ＰＴＡ協議会、公立高等学校ＰＴＡ連合
会、特別支援学校ＰＴＡ連合会、国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン、ボランティア・市民活動センター

～ 多様な学習機会の提供 ＮＰＯサポートセンター
～ 家庭での教育 公立幼稚園･こども園ＰＴＡ連絡協議会
～ 男女平等参画意識の啓発 私立初等学校協会、私大連盟、小学校ＰＴＡ協議会、公立中学校ＰＴＡ協議会
～ 進路指導 公立高等学校ＰＴＡ連合会

～ 周知・普及啓発 看護協会、私大連盟、専修学校各種学校協会、公立高等学校ＰＴＡ連合会、公立高等学校定通ＰＴＡ連合
会、ボランティア・市民活動センター

～ 看護職の教育 看護協会

～ 政治・行政等分野への女性の参画 連合東京、地域婦人団体連盟
～ 周知・普及啓発 中小企業家同友会

～ 防災・復興分野における男女平等参画推進 看護協会、特別支援学校ＰＴＡ連合会、地域婦人団体連盟、ボランティア・市民活動センター

２　教育・学習の充実

３　あらゆる分野における女性の参画拡大

第2章　男女平等参画に向けたマインドチェンジ
１　生活と仕事における意識改革

ア　制度・慣行の見直し

ア　年代に応じた男女平等への理解促進

（１）「働く」の意識改革

（２）男性の家事・育児参画に向けた意識改革

（１）学校での男女平等

（１）政治・行政等分野

（２）防災・復興分野

（２）若者のキャリア教育の推進

（３）多様な学習・研修機会等の提供

（３）男女平等参画に向けた意識改革

（４）社会制度・慣行の見直し

ア　働く場の意識改革とキャリア形成意識の醸成

ア　男性の主体的な家事・育児参画に向けた意識改革

ア　情報の発信と普及啓発

イ　男性を後押しする社会全体の気運醸成

ア　若者のキャリア教育の推進

ア　多様な学習機会の提供

ア　政治・行政等分野における男女平等参画の促進

ア　防災における男女平等参画の促進
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～ 地域における女性参画促進 ＪＡ東京女性組織協議会、書籍出版協会、連合東京、地域婦人団体連盟、国際ソロプチミストアメリカ日本東リ
ジョン

～ 父親等のＰＴＡ参加 公立幼稚園･こども園ＰＴＡ連絡協議会、小学校ＰＴＡ協議会、公立中学校ＰＴＡ協議会、公立高等学校Ｐ
ＴＡ連合会、公立高等学校定通ＰＴＡ連合会、特別支援学校ＰＴＡ連合会

～ 地域活動への参加 地域婦人団体連盟
～ 地域での教育 ボランティア・市民活動センター
～ 活動支援 ＮＰＯサポートセンター
～ 調査 地域婦人団体連盟

～ 様々な支援 ＪＡ東京女性組織協議会、連合東京、ボランティア・市民活動センター
～ 女性のための顕彰活動 国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン

～ 高齢者支援に向けた環境整備支援 商工会議所、私立初等学校協会、地域婦人団体連盟
～ 様々な支援 ＪＡ東京女性組織協議会
～ 地域での支援 ボランティア・市民活動センター

～ 若年層の就労促進 経営者協会、中小企業団体中央会
～ キャリア教育の支援 中小企業家同友会、連合東京
～ 進学支援 ボランティア・市民活動センター
～ 女性のための顕彰活動 国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン

～ 周知・普及啓発 商工会議所、経営者協会、中小企業団体中央会、公立中学校ＰＴＡ協議会、青年会議所、連合東京
～ 地域での教育 特別支援学校ＰＴＡ連合会
～ キャリア教育の支援 中小企業家同友会

～ 周知・普及啓発 経営者協会、雑誌協会、連合東京
～ キャリア教育の支援 中小企業家同友会

～ 環境の整備等の検討 看護協会、私大連盟
～ 連携・協働 ボランティア・市民活動センター

４　障害者への支援

３　若年層への支援

５　性的少数者への支援

推進体制

（３）地域活動

第3章　多様な人々の安心な暮らしに向けた支援
１　ひとり親家庭への支援

２　高齢者への支援

ア　都民・事業者における体制

ア　地域における男女平等参画の促進

ア　ひとり親家庭の相談や就業支援等

ア　地域における高齢者への支援

ア　若年層への支援

ア　障害者への支援

ア　性的少数者への支援
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