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頁

頁

公益目的事業１（定款第4条）

（１） 図書資料の収集と提供 6

（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 8

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） 9

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） 情報発信事業 ① インターネットでの情報発信

（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 13

② 理系女子応援セミナー 14

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

17

（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

16

（４）

7

③

12

11

10

働くママを応援！
育休ママの「安心」情報交換会

はじめてパパの育児講座

ジェンダー・カフェ　多様な生き
方について考えてみよう！

③

②

①

大学生と語ろう「性的同意」 15

（２） 相談事業 ①
ＤＶ被害当事者のための自立
支援事業

19

② 大学相談室派遣事業 20

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 18

（３）
関係機関連携
苦情・要望等処理制度の受付

21
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頁

頁

頁

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）

パープルリボンの取り組み他 28

（２） DV・性暴力対策事業 ① ＤＶ・性暴力被害者支援事業 25

③
インストラクター及びサポーター
活用事業

27

④

② ＤＶ予防講座 26

経営管理、組織・人事管理 35

財務運営 36

（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

33

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

34

② 女性の防災リーダー育成事業 30

財団運営

（３） 人材・団体育成事業 ① 市民活動サポート事業 29

③
共催・後援事業／講座受講生
のグループ育成

31

④ 相談員養成講座 32

②
センター利用者や地域との
協働事業

23

③ ピンクリボン活動啓発事業 24

22
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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 1,350 1,150 200

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
・　本の情報交換会・ビブリオトーク（試行）

２．事業実施における課題

新たな図書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

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 1,200 1,200 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）
・　Facebook（随時）
・　Twitter（随時）

２．事業実施における課題

タイムリーな情報発信

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 1,670 1,670 0

事業の計画

１．実施内容

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なテーマ選定

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

・　啓発誌「男女共同参画通信」の発行　　　　　　年２回　　　　　　　　各　20,000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
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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 250 0 250

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）

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 300 0 300

事業の計画

１．実施内容

・　身近なテーマをもとに、従来の価値観にとらわれない自分らしい生き方を考える
　　参加型講座（試行）

２．事業実施における課題

集客につながるテーマ設定

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 事業企画課

ジェンダー・カフェ　多様な生き方について考えてみよう！

従来の価値観にとらわれない「自分らしい生き方」について考えるきっかけを
提供する。

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 250 430 △ 180

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

真のワーク・ライフ・バランス推進事業

はじめてパパの育児講座

　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 400 510 △ 110

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3回）

２．事業実施における課題

企業や関連機関との連携による効果的な広報

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 事業企画課

働くママを応援！育休ママの「安心」情報交換会

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 585 585 0

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

新たなニーズ発掘と充実したプログラムづくり

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 330 580 △ 250

事業の計画

１．実施内容

・　女子小学生とその保護者を対象に、参加型のサイエンスショーを実施（全1回）
　　協力：「科学クラブ２６」

２．事業実施における課題

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 200 0 200

事業の計画

１．実施内容

・　昨年度の男女共同参画通信「セクシュアル・コンセント」をテーマに、若年層が男女
　　共同参画を身近な問題として考えるきっかけになる参加型ワークショップを実施
　　（全1回）

２．事業実施における課題

より多くの大学生が興味を持ち参画できるための工夫と、継続実施に向けたニーズ
調査

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

大学生と語ろう「性的同意」

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

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 14,592 13,200 1,392

事業の計画

１．実施内容

・　フィットネス講座（11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）
*　新規「初歩からはじめる『みんなのコーラス』」（1クラス×3期）
　　　　　「タヒチアンダンス・アパリマ講座」（1クラス×1期）

２．事業実施における課題

新規講座の定着

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
　　　　6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

新規スタッフの育成に関するサポート

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 13,449 12,865 584

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（別枠予算）

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

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 350 360 △ 10

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

相談業務

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 960 960 0

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）

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

相談業務

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。

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
・　京都ストーカー総合対策ネットワーク連絡会議

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

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

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 70 70 0

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

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 60 60 0

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（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
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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 200 500 △ 300

事業の計画

大学との連携と協力

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

ＤＶ・性暴力対策事業

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 320 320 0

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

男女共同参画に関する市民の活動の支援
及び相互交流の促進

ＤＶ・性暴力対策事業

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 100 100 0

事業の計画

１．実施内容

・　ＤＶ被害者とその子どもたちに対する講座（ＮＰＯびーらぶプログラム）を、びーらぶ
　　インストラクター有資格者グループ（びーらぶ京都）と連携し実施する。
・　これまでのＤＶ被害者支援事業受講者にＤＶ対策事業への積極的な参加を呼びか
　　ける。

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

ＤＶ・性暴力対策事業

インストラクター及びサポーター活用事業

ＤＶ被害を受けた女性とその子どものための心理教育プログラム「びーらぶ」を
用い、心身ともに回復する支援を行う。

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 180 80 100

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

ＤＶ・性暴力対策事業

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 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 300 340 △ 40

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

市内の関係機関との連携と協力体制づくり

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 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 160 160 0

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 1,170 1,170 0

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
・　インターンシップの実施

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 31,663 33,315 △ 1,652

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
　　　　・　AED研修の実施
　　　　・　「ウィングス京都妊産婦等福祉避難所運営マニュアル」の見直し

（３）　環境改善（ＫＥＳ環境マネジメント）
　　　　・　エネルギー　前年度の電力消費量を維持
　　　　・　環境啓発　クールスポット事業
　　　　・　環境保全　近隣の高倉小学校と連携し環境保全に努めるとともに、同校の
　　　　　　保全活動を当館で紹介し、施設利用者への啓発を行う。

（４）　サービス向上
　　　　・　カウンターの柔軟な人員体制による待ち時間の短縮
　　　　・　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

（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

・　新規目的登録団体の開拓

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 53,920 56,730 △ 2,810

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

・　前年度開設したギャラリースペースの認知度向上と新規利用者の開拓
・　男性や青少年など利用の少ない層への広報

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 4,419 3,085 1,334

事業の計画

１．実施内容

２．事業実施における課題

次期指定管理の獲得と利用料金制に向けての検討
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
　　　　・　評議員会　　　　　　　　　　 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（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

（３）　指定管理に関する業務
　　　　・　次期指定管理の応募
　　　　・　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
　　　　・　将来的に安定した財政基盤を確立するための給与体系の見直し
　　　　・　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
       　・　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
　　　　・　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 4,419 3,085 1,334

事業の計画

１．実施内容

（１）　収入の安定
　　　　・　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、基本財産引下げ方法等の検討

２．事業実施における課題

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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