
東京都男女平等参画施策　計上事業一覧

№ 事業名 所管局

1 男女雇用平等参画状況調査の実施 産業労働局

2 事業者団体との連絡会等 生活文化局

産業労働局

3 ポジティブ･アクションの推進 生活文化局

4 ポジティブ･アクション・プログラムの作成・普及 産業労働局

5 ポジティブ・アクションセミナーの開催 産業労働局

イ．雇用機会均等に関する普及啓発

6 男女雇用平等啓発資料の発行 産業労働局

7 男女雇用平等セミナーの実施 産業労働局

8 管理職選考試験受験の奨励 各局

9 採用及び職域の拡大にあたっての男女平等の徹底 各局

ア．パート・派遣労働者の雇用環境整備

10 パートアドバイザー制度 産業労働局

11 労働相談の実施 産業労働局

12 普及啓発の推進 産業労働局

ア．起業家･自営業者への支援

13 創業支援の融資 産業労働局

14 TOKYO起業塾の開設 産業労働局

15 創業支援施設の提供 産業労働局

16 農業改良特別普及指導事業の実施 産業労働局

134 しごとセンター事業の推進 産業労働局

17 男女平等参画講座の実施（リーダー養成講座） 生活文化局

18 NPO総合支援プログラムの実施 生活文化局

19 審議会等への女性委員の任用促進 各局

20 男女平等参画講座の実施 生活文化局

21 民間活動事業への助成 生活文化局

22 認証保育所の推進 福祉保健局

23 認証保育所に関する不動産取得税、固定資産税等の減免 主税局

24 保育所待機児童（０歳児，１歳児）の解消 福祉保健局

25 延長保育 福祉保健局

26 病後児保育 福祉保健局

27 休日保育 福祉保健局

28 私立幼稚園預かり保育の推進 生活文化局

29 保育室・家庭福祉員の活用 福祉保健局

30 認可外保育施設保育従事者研修会の実施 福祉保健局

ア．ポジティブ･アクションの推進

１．あらゆる分野への参画の促進

（１）　働く場における男女平等参画の促進

①　均等な雇用機会の確保

ウ．都庁における男女平等参画

③　起業家・自営業者への支援

ア．保育サービスの充実

①　子育てに対する支援

 (３)　 家庭との両立支援

 (２) 　社会・地域活動への参画促進

ア．審議会における男女平等参画の促進

イ．地域・団体における男女平等参画促進

②　パート・派遣労働者の雇用環境整備
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東京都男女平等参画施策　計上事業一覧

№ 事業名 所管局

31 心の東京革命の推進 青少年・治安対策本部

32 子ども家庭在宅サービス 福祉保健局

33 子ども家庭支援センター事業 福祉保健局

34 子育てひろば機能の整備 福祉保健局

35 学童クラブ事業の充実 福祉保健局

36 児童相談所の運営 福祉保健局

37 ファミリー･サポート･センター事業の推進 産業労働局

38 子育てパートナー事業の実施 教育庁

39 父親の家庭教育参画促進事業 教育庁

40 児童虐待への取組の推進 生活文化局

福祉保健局

福祉保健局

教育庁

警視庁

133 児童虐待防止区市町村ネットワークの整備 福祉保健局

41 ひとり親家庭総合支援事業の実施 福祉保健局

42 ひとり親家庭等電話相談事業の実施 福祉保健局

43 母子相談員の配置 福祉保健局

44 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業の実施 福祉保健局

45 母子福祉資金の貸付 福祉保健局

46 公共職業訓練手当の支給 産業労働局

47 ひとり親家庭に対する都営住宅の入居機会の拡大 都市整備局

48 育児・介護休業者生活資金の融資 産業労働局

49 企業向けの普及啓発 産業労働局

50 家庭向けの情報提供 生活文化局

51 福祉のまちづくりの普及･推進 福祉保健局

52 福祉のまちづくり事業の実施 福祉保健局

交通局

53 在宅介護サービス 福祉保健局

54 痴呆性高齢グループホーム 福祉保健局

55 介護施設の整備(特別養護老人ホーム） 福祉保健局

56 介護施設の整備(老人保護施設） 福祉保健局

57 介護施設の整備（介護療養型医療施設） 福祉保健局

58 しごとセンター事業の推進（高齢者の雇用就業支援） 産業労働局

59 はつらつ高齢者就業機会創出支援事業 産業労働局

60 緊急通報ｼｽﾃﾑ及び火災安全ｼｽﾃﾑの整備支援 福祉保健局

消防庁

61 シルバーピアの整備 福祉保健局

都市整備局

62 高齢者向け住宅の提供 都市整備局

再掲No.51、No.52参照 福祉保健局

イ．高齢者の自立支援

ウ．行動しやすいまちづくり

ア．介護への支援

②　介護・高齢者に対する支援

オ．行動しやすいまちづくり

エ．育児休業等の支援及び情報提供

イ．地域での子育て支援

ウ．ひとり親家庭への支援等
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63 配偶者暴力相談支援センター(東京ウィメンズプラザ） 生活文化局

64 配偶者暴力相談支援センター（女性相談センター） 福祉保健局

65 家庭内等における暴力問題対策連絡会議の開催 生活文化局

66 加害者対策の検討 生活文化局

67 婦人相談員の配置 福祉保健局

68 配偶者からの暴力への対応 警視庁

69 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護対策等 警視庁

70 相談・一時保護 生活文化局

福祉保健局

71 来日外国人女性緊急保護事業の補助 福祉保健局

72 女性に対する相談体制の充実 警視庁

73 情報提供、相談、カウンセリング機能の充実 警視庁

74 性犯罪被害者への配慮 警視庁

75 性暴力、性犯罪への対応と取締まり強化 警視庁

76 セクシュアル･ハラスメント防止連絡会議の開催 総務局

77 セクシュアル･ハラスメント相談員の設置 各局

78 セクシュアル･ハラスメント防止体制の強化 （首都大学東京）

79 セクシュアル･ハラスメント防止に関する研修 教育庁

イ．相談・普及啓発

80 セクシュアル･ハラスメント防止の相談 産業労働局

81 周産期母子医療体制の整備 福祉保健局

135 小児救急医療体制の整備 福祉保健局

82 母子保健医療に関する相談事業 福祉保健局

83 医療費の助成等 福祉保健局

84 生涯を通じた女性の健康支援事業 福祉保健局

85 性感染症・エイズ対策 福祉保健局

86 エイズ対策普及啓発活動の強化 福祉保健局

87 骨粗しょう症予防対策事業 福祉保健局

88 性教育・健康教育の推進 教育庁

89 薬物対策の推進 警視庁

90 庁内広報誌作成のポイント 生活文化局

91 不健全図書類の区分販売・区分陳列 青少年・治安対策本部

92 インターネット等新たなメディアにおけるルールの確立に向けた検討 警視庁

93 情報リテラシー教育の充実 教育庁

イ．各年代に応じた健康支援及び性教育

①　家庭内等における暴力(ＤＶ)の防止

ア．被害者等への支援対策

（３）　男女平等参画とメディア

ア．メディアへの対応

ア．都におけるセクシュアル･ハラスメントの防止対策

③　セクシュアル･ハラスメントの防止

②　性暴力・ストーカー等の防止

（２）　性と生殖をめぐる健康支援（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）

ア．母子保健医療体制の整備及び相談

２．　人権が尊重される社会の形成

（１）　男女平等参画を阻害する暴力への取組

ア．被害者等への支援対策
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94 男女平等参画に関する授業の実施 （首都大学東京）

95 男女平等教育推進校 教育庁

96 都立高校における男女合同定員制の実施 教育庁

97 学校運営の工夫・改善 教育庁

98 インターンシップの推進 教育庁

99 進路指導の充実 教育庁

100 人権教育指導推進委員会 教育庁

101 男女平等教育の学習内容、指導方法の改善・充実 教育庁

102 教職員への研修の実施 教育庁

103 社会教育関係職員等研修の実施 教育庁

104 情報誌の発行 教育庁

105 学習機会の提供 教育庁

（首都大学東京）

106 自主学習活動の支援 生活文化局

107 職業訓練の実施 産業労働局

136 しごとセンター事業の推進（多様な働き方に対する支援） 産業労働局

108 再就職ガイドセミナー 産業労働局

109 普及啓発及び情報提供の実施 生活文化局

110 インターネットによる情報提供 生活文化局

111 年次報告の公表 生活文化局

112 啓発資料等の発行 生活文化局

113 東京ウィメンズプラザ図書資料室の運営 生活文化局

114 女性団体等との交流 生活文化局

115 地域女性団体指導者等研修会の実施 生活文化局

116 男女共同参画週間記念講演会 生活文化局

117 男女平等参画推進会議の運営 生活文化局

118 研修の実施 各局

119 都職員の旧姓使用 総務局

120 男女平等参画審議会の運営 生活文化局

121 男女平等参画推進会議の運営 生活文化局

122 研修の実施 総務局

各局

123 東京都男女平等推進基金の運営 生活文化局

124 総合相談 生活文化局

125 福祉相談 福祉保健局

126 労働相談 産業労働局

127 男女平等参画審議会の運営 生活文化局

128 男女平等参画を進める会 生活文化局

129 区市町村との連絡会議等 生活文化局

130 行政機関男女雇用平等問題担当者会議 産業労働局

131 女性センター連絡会議等 生活文化局

132 アジア大都市ネットワーク21共同事業｢女性の社会参画」 生活文化局

３．男女平等参画を推進する社会づくり

（１）　教育・学習

イ．交流及び指導者研修

（２）　普及広報

①　情報・交流

ア．情報の提供

ウ．多様な学習機会の提供

ウ．区市町村や事業者等との連携

イ．相談（都民等からの申出）

ア．都庁内における対応

②　社会制度・慣行の見直し

（３）　推進体制

ア．都における体制

ア．学校での男女平等

イ．研修・情報提供
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