
◆ 重点項目 2 ◆

家族とつながりいきいきとした家庭人としての役割を担うための支援
　誰もが仕事や地域活動・社会活動などと家庭生活を両立できるための子育てや介護等の負担
軽減の支援と，家庭生活への男性の積極的な参加の促進及び家族のつながりを支える取組

　保育所待機児童の解消を図るとともに，就労形態や子どもの状況等に応じたきめ細かな保育サービス
を提供します。また，放課後の子どもたちの安心・安全な居場所を確保するなど，子育てしながら働き
続けられる条件整備を進めます。

①子育てしながら働き続けられる条件整備

　子育てを総合的に支援するため，地域から全市レベルまでの重層的な子育てネットワークの充実を図
ります。また，子育て相談や講座，情報の収集・発信を行うとともに，市民の自主的な子育て支援活動
に対する支援を行います。

②地域における子育ての支援

子育てや介護等の負担軽減の支援

　家事・子育て・介護等に関する男性の意識と能力の向上を支援します。
⑤家事・子育て・介護等家庭生活における男性の積極的な参加の促進

家庭生活への男性の積極的な参加の促進

この重点項目の施策を進める主な事業

リーディング事業

事業名 結婚を望む人を応援する「婚活支援事業」の推進

概要 　共に人生を歩むパートナーとのつながりを新たに築くきっかけとして，
婚活支援事業を拡充して実施する。

所管局 文化市民局　保健福祉局

施策番号 重点項目 2- ⑦

その他の主な事業

事業名 所管局 施策番号

保育所待機児童の解消〜増設，定員拡大，昼間里親制度の拡充〜 保健福祉局 2-①

多様な保育サービスの提供〜一時保育，延長保育，休日保育などの拡大〜 保健福祉局 2-①

ファミリーサポート事業 保健福祉局 2-①

子ども医療費支給制度 保健福祉局
2-①
2-③
2-⑦

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）事業の拡大 保健福祉局 2-②

妊娠期からの子育て支援 保健福祉局 2-②

「親」としての心構えや必要な知識・技術等を少人数グループで語り合って
学ぶ親支援プログラムの推進と将来親になる世代である青少年に対する親と
しての学習機会等の充実

教育委員会 2-②

児童館・学童クラブ事業と放課後まなび教室の一層の連携・融合 保健福祉局
教育委員会 2-②

ひとり親家庭支援センター運営 保健福祉局 2-③

ひとり親家庭日常生活支援事業　 保健福祉局 2-③

介護保険施設や地域密着型サービスなどの介護サービス基盤の充実 保健福祉局 2-④

長寿すこやかセンターの運営 保健福祉局 2-④

家事・育児・介護等への男性の参加を促進するための講座等の実施 文化市民局 2-⑤

父親の子育て参加と地域の子どもは地域で育てる活動を推進する「おやじの
会」事業 教育委員会 2-⑤

住み慣れた地域で，医療や介護等のサービスを切れ目なく提供するしくみで
ある「京都市版地域包括ケアシステム」の構築 保健福祉局 2-⑥

一人暮らしお年寄り見守りサポーター 保健福祉局 2-⑥

子育て家庭の学びや憩いの機会への親子参加促進支援（新規事業） 文化市民局
保健福祉局 2-⑦

　社会的に困難な状況に置かれがちなひとり親家庭に対し，生活の安定と経済的自立に向けた支援や日
常生活における様々な支援を充実します。

③ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進

　高齢者が安心して暮らせるよう，地域的なバランスを考慮した介護関連施設の整備と介護サービスの
質的向上を図るとともに，ニーズに応じて高齢者の生活や介護に関する専門相談，介護技術の講座等を
行うことにより，一人暮らしの高齢者や家庭で介護を行う家族に対する支援を行います。

④介護者の負担軽減につながる介護サービスの実施及び高齢者の生活や介護に関する
専門相談等

　高齢者が地域で安心して暮らせるよう，市民の自主的な高齢者支援活動や高齢者の在宅生活の支援を
行います。

⑥地域における高齢者への支援

安心して家庭生活を送るための支援

　子どもや高齢者も含め，誰もが安心して家庭生活が送れるよう，家庭生活の創出や家族のつながりを
支援する取組を行います。

⑦家族のつながりを支える取組
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4　各重点項目における具体的施策



◆ 重点項目 3 ◆

地域や社会とつながり生きがいを持って活動するための支援
　誰もが生きがいを感じながら地域活動や社会活動などに参加できる条件整備と，生涯学び続
けその学びを社会に還元できる環境の整備

　市民の社会への関心と参加意識を高めることができるよう，様々な学習・研修の機会を設けるとともに，
社会参加や社会貢献に活用できる能力の向上を支援します。

①社会参加，社会貢献意識の醸成

　地域活動や，NPO等の市民活動に関する情報の提供，ボランティア活動の普及等を行い，様々な地域
活動や市民活動等の社会活動への市民の参加を促進します。

②地域活動や市民活動等の社会活動への参加促進と活動支援

　従来の地域活動の枠を超えて，市民がお互いに支え合う自主的な市民活動を支援します。
⑤自主的な市民の「支え合い」活動の支援

この重点項目の施策を進める主な事業

リーディング事業

事業名 積極的に取り組む市民を発掘する「真のワーク・ライフ・バランス」
応援・発信プロジェクト【新規事業】

概要

　市民が主体的に「真のワーク・ライフ・バランス」を推進する社会気
運を盛り上げるため，「真のワーク・ライフ・バランス」実現に向けて様々
な方法で取り組む市民を発掘し，表彰するとともに，その活動を広く社会
に発信する。

所管局 文化市民局

施策番号 重点項目 3- ⑤

その他の主な事業

事業名 所管局 施策番号

「共汗スピリット」キャンペーン事業（仮称）（新規事業） 総合企画局 3-①

アンケートやワークショップなどにより市政に提案・提言を行う「青少年モ
ニター制度」の運用 文化市民局 3-①

「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発を通じた公共交通の利用促進 都市計画局 3-①

PTA 活動の促進 教育委員会 3-①

まちの美化推進住民協定締結団体支援制度 環境政策局 3-②

参加・協働を推進するための人材育成と交流の場の創出（新規事業） 総合企画局 3-②

青少年活動センターにおける居場所づくりや交流促進による自己成長の支援 文化市民局 3-②

市民活動総合センター等の管理運営 文化市民局 3-②

人権啓発活動補助金 文化市民局 3-②

「京（みやこ）・くらしのサポーター」事業 文化市民局 3-②

京都観光サポーター制度 産業観光局 3-②
3-⑥

福祉ボランティアセンター事業の充実 保健福祉局 3-②

京都ならではの地域力を活かした協働型まちづくり「区民提案・共汗型まち
づくり支援事業予算」の創設（新規事業） 各区役所・支所

3-②
3-③
3-⑤

　地域の住民同士のつながりを強化し，地域の活性化を図るため，生活安全，環境，防災など様々な地
域活動への市民の参加を推進します。

③地域コミュニティの活性化の推進

　高齢者も含めたあらゆる年齢層の市民が，文化・芸術やスポーツに親しみ，また生涯学び続けること
ができる機会を提供するとともに，その学びを社会に還元できるような取組を支援します。

⑥生活に潤いを与え，また生涯学び続けることができる機会の提供と学びを社会へ還元で
きる機会の提供

　教育機関等とも連携を図り，学生が地域活動・ボランティア活動を通して社会人としての心構えや実
践経験を積むことを支援します。また，学生の参加により地域活動等の活性化を図ります。

⑦学生の地域活動・ボランティア活動への参加支援

　生活の知恵や仕事，人間関係，子育てなどの悩みを地域で支え合えるような相談活動を支援します。
④地域における支え合い相談の支援

⇒続く

◆ 参考：各区役所・支所の事業について ◆
　当推進計画では，主な事業例として各局の所管事業を掲載していますが，各区役所・支所においても，
この「区民提案・共汗型まちづくり支援事業予算」による取組をはじめ，それぞれの特色を生かした様々
な事業を行っています。（他の重点項目にも関連。）
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4　各重点項目における具体的施策



事業名 所管局 施策番号

京都学生消防サポーター制度 消防局 3-②
3-⑦

学校支援ボランティアのネットワーク化 教育委員会 3-②

低炭素のモデル地区「エコ学区」事業 環境政策局 3-③

地域コミュニティにおけるごみ減量・分別の推進 環境政策局 3-③

地域コミュニティにかかわる相談窓口「地域コミュニティサポートセンター
（仮称）」の設置（新規事業） 文化市民局 3-③

地域コミュニティ活性化支援助成制度（仮称）の創設（新規事業） 文化市民局 3-③

地域活動・市民活動を支援するポータルサイトの構築・運用（新規事業） 文化市民局 3-③

温もりの電話の振興 教育委員会 3-④

親と子のこころの電話 教育委員会 3-④

高齢者の居場所づくり支援 保健福祉局 3-⑤

世界の京都・まちの美化市民総行動 環境政策局 3-⑥

友・遊・美化パスポート 環境政策局 3-⑥

文化芸術による地域のまちづくり活動の支援 文化市民局 3-⑥

文化芸術とくらしを改めて結び付けるための取組（新規事業） 文化市民局 3-⑥

文化ボランティアなど社会に還元することができる活動の推進 文化市民局 3-⑥

身近にスポーツに親しめる環境の整備 文化市民局 3-⑥

市域のスポーツ関係団体等の実践者で構成する「京都スポーツの絆が生きる
まち推進会議（スポーツリエゾン京都）」による市民との協働型事業の推進 文化市民局 3-⑥

スポーツボランティア活動の支援 文化市民局 3-⑥

生涯学習の機会のさらなる提供と利便性の向上 教育委員会 3-⑥

「みやこ子ども土曜塾」の充実 教育委員会 3-⑥

図書館の利便性向上による一層身近な図書館づくり 教育委員会 3-⑥

輝く学生応援プロジェクト 総合企画局 3-⑦

大学地域連携モデル創造支援事業（学まちコラボ事業） 総合企画局 3-⑦

　「真のワーク・ライフ・バランス」推進のためには，京都市が進める他の計画や政策などとの
連携が必要不可欠です。
　例えば，【重点項目３：地域や社会とつながり生きがいを持って活動するための支援】の施策
の中には，平成 23年度に制定した「京都市地域コミュニティ活性化推進条例」に基づく施策
と関連するものが多数あり，これらを具体的に進めるための事業は，「地域コミュニティ活性化」
推進施策として進められるものでもあるのです。
　同様のことが，「きょうと男女共同参画推進プラン」「京都市市民参加推進計画」「京都市未来
こどもプラン」「京都市民長寿すこやかプラン」などの各政策分野別計画や「子どもを共に育む
京都市民憲章」などについていえるのです。
　このように，「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画は，京都市の様々な計画や政策が横
断的に連携・融合し，関係局の共管で進められます。この計画で掲載している事業は，そうし
た関連事業のうち，主要なものを例示しています。

本市の他の計画等で掲げる施策との連携について
〜連携・融合による推進〜

コラム
③
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4　各重点項目における具体的施策



◆ 重点項目 4 ◆

啓発・教育・情報発信
　誰もが「真のワーク・ライフ・バランス」を実践できる社会の雰囲気づくりのための啓発活
動と，実践のための教育及び情報発信

　市民ひとりひとりが自らの生活を見直して「真のワーク・ライフ・バランス」について考える機会を
提供し，また，ひとりひとりの多様性を認め合える社会意識を醸成するための啓発活動や支援を行います。

①啓発活動

　「真のワーク・ライフ・バランス」を実践するための学習機会を提供します。
②学習機会の提供

リーディング事業

事業名 「真のワーク・ライフ・バランス」　コーディネート窓口の設置
【新規事業】

概要 　市民のニーズを把握したうえで「真のワーク・ライフ・バランス」の実
現をめざす市民への情報発信・相談事業を行う窓口を設置する。

所管局 文化市民局

施策番号 重点項目 4- ③

その他の主な事業

事業名 所管局 施策番号

「真のワーク・ライフ・バランス」教本の作成（新規事業） 文化市民局 4-①

企業向け人権情報誌の発行 文化市民局 4-①

男女共同参画センター「ウィングス京都」
「学習 ･ 研修事業」 文化市民局 4-②

男女共同参画センター「ウィングス京都」
「情報提供事業」 文化市民局 4-②

若者の就業に向けた自立を支援する「京都若者サポートステーション」の
運営（再掲） 文化市民局 4-②

（再掲）

「真のワーク・ライフ・バランス」に目覚める企業を増やすプロジェクト
（新規事業・再掲）

文化市民局
産業観光局

4-③
（再掲）

積極的に取り組む市民を発掘する「真のワーク・ライフ・バランス」応援・
発信プロジェクト（新規事業・再掲） 文化市民局 4-③

（再掲）

　市民がそれぞれのニーズに合わせた支援を受けられるように，行政や地域団体，NPOなどが実施する
各種の取組について情報を発信します。
　また，市民や企業（事業者）等それぞれが主体的に「真のワーク・ライフ・バランス」を推進する社
会気運を盛り上げるため，ロールモデル（＊）となるような取組や活動を発掘し，広く社会に発信します。

③情報の発信

＊ロールモデルとは
　一般的には，具体的な行動技術や行動事例を模倣・学習する対象となる人のことですが，ここでは，「真のワーク・ライフ・バラン
ス」の実現に向けて，少しでも現状を改善しようとする取組や，そういった取組を行う人々や企業等を指します。

この重点項目の施策を進める主な事業
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体
制
等

5
推進体制

1

　この推進計画の推進にあたっては，関係局で「真のワーク・ライフ・
バランスの推進に関する庁内会議」を組織して相互の連携を図り，本
市が取り組むべき事項を協議し，相互に連絡及び調整を行うことによ
り円滑かつ総合的に取組を進めます。
　また，各局等に「真のワーク・ライフ・バランス」推進員を設置し
て，全庁的に「真のワーク・ライフ・バランス」を推進します。
　さらに，外部団体等との連携としては，平成 20年度から「京都雇
用創出活力会議」（構成 : 京都府知事，京都市長，京都労働局長，連
合京都会長，京都経営者協会会長）のもとに設置されている「ワーク・
ライフ・バランス推進戦略本部」との連携により，オール京都体制で「ワ
ーク・ライフ・バランス」を推進してきており，今後とも，これら各
関係機関との連携を図っていきます。

数値目標
2

　計画の進ちょく状況を把握する目標値として，次の指標を掲げます。
　（中間時点である平成27年度及び計画期間末の平成32年度の目標値）

●「真のワーク・ライフ・バランス」を推進している企業の認定数

●「真のワーク・ライフ・バランス」という言葉の認知度

● 市民の「真のワーク・ライフ・バランス」の実現度
　（希望どおり実現でき，満足している市民の割合）

現況値（Ｈ23年度）
68社

Ｈ27年度
280社

Ｈ32年度
800社

現況値（Ｈ23年度）
—

Ｈ27年度
50％

Ｈ32年度
60％

現況値（Ｈ23年度）
14％

Ｈ27年度
25％

Ｈ32年度
35％

資料編
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