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【 文京区男女平等参画推進計画（次期計画体系） 】 

大項目（目標） 中項目（施策の方向性） 小項目（施策） 計画事業 

Ⅰ 

あらゆる人の人権

をとその多様性を

尊重し、多様性を

認め合うする意識

の形成と取組の推

進 

１ 一人一人の人権を尊

重するジェンダー平

等教育の推進 

（１）幼少期からの教育の場に
おける学びの機会提供の推
進 

1．性別に関わらない名簿の作成 
2．学習指導の充実 
3．生徒指導の充実 

4．女子生徒・学生のＳＴＥＭ教育の充実 
5．性に関する知識の普及と充実 

（２）生涯学習における学びの
機会提供の推進 

6．学習の機会の充実 
7．図書館における関連情報の充実 

 

（３）【新規】理工系分野で活
躍する女性の人材育成 

（再掲4）女子生徒・学生のＳＴＥＭ教育
の充実 

（再掲16）男女平等センターにおける学
習機会提供の充実 

２ ジェンダー平等の意

識を高める広報・啓

発等の推進 

（１）ジェンダー平等の実現に
向けた普及啓発の充実 

8．男女平等センター資料コーナーの充実 
9．男女平等参画啓発事業の充実 
10．アウェアネスリボンを通じた啓発事

業の実施 
11．教職員・保育園職員等への啓発 
12．学齢期の保護者等への意識啓発 
13．地域活動団体への男女平等参画の働

きかけ 

15．メディア・リテラシーの育成 
16．男女平等センターにおける学習機会

提供の充実 
 

（２）あらゆる機会を活用した
広報 

14．広報活動の充実 
18．男女平等参画推進計画推進状況評価

報告書の作成 

19．区民意識調査等の実施 

３ 【新規】性自認及び

性的指向に対する理

解促進 

（１）【新規】性の多様性多様
な性に関する理解促進 

102．性自認・性的指向に関する相談場
所・情報共有の場の提供 

【新規】パートナーシップの宣誓制度に
関する取組 

（２）【新規】区職員・教職員
への啓発 

17．区職員、教職員等への性自認および
性的指向に関する啓発 

 

４ 政策・方針決定過程

における男女平等参

画 

（１）政策・方針決定過程への
女性の参画促進 

64．参画のための学習機会の充実 
65．広聴活動の充実とパブリックコメン

トの実施 

66．委員会・審議会等への区民参画制度
の充実 

67．委員会・審議会等への男女平等参画
の推進 

５ 地域社会における多

様な担い手の参画男

女平等参画 

（１）地域活動への参画のため
の活動支援 

37．地域における相互援助活動への支援 
38．地域活動団体への活動支援 
39．ボランティア・地域活動参加への支

援 

（再掲13）地域活動団体への男女平等参
画の働きかけ 

（再掲108）地域における防災活動の推進 

（２）男女平等センターを拠点
とした推進 

40．男女平等センターにおける団体活動
の支援 

41．男女平等センターにおける相談事業
の充実 

42．文京区女性連絡会活動への支援 
43．各種団体の相互交流の促進 

（再掲8） 男女平等センター資料コーナ
ーの充実 

（再掲16）男女平等センターにおける学
習機会提供の充実 

【新規】男女平等センターの周知 

６ 男女平等参画の視点

に立った誰もが尊重

される防災対策の推

進 

（１）多様な男女平等参画の視
点に立った災害時対応 

104．災害時における妊産婦・乳児救護所
の開設 

105．救護所の開設訓練を通じた関係機関
との連携 

106．女性・子どもの二次的な避難所の開
設 

107．避難所運営における女性への配慮 

（２）防災に関する活動等への
女性の参画推進 

108．地域における防災活動の推進  

 

Ⅱ 

あらゆる人の職業

生活における活躍

の推進 

【女性活躍 

推進計画】 

１ 生活の場におけるワ

ーク・ライフ・バラ

ンスの推進 

２ 【新規】ワーク・ラ

イフ・バランスの推

進 

（１）【新規】男性が家事・育
児・介護に主体的にかかわ
る関わる取組の推進 

20．男性の家庭生活への参画を支援する
講座等の実施 

21．両親学級の開催 
58．ワーク・ライフ・バランスに関する

情報提供・啓発 

（２）子育てへの支援 26．子育て情報提供の充実 
27．一時保育事業 
28．乳幼児及び義務教育就学児医療費の

助成 
29．乳幼児健康診査の実施 
30．文京区版ネウボラ事業 
31．保育園の相談機能の充実 
32．子育て訪問支援券事業 

33．妊産婦・乳幼児を持つ保護者を支援
する講座等の実施 

34．区立幼稚園の預かり保育 
35．子育てひろば事業 
36．親子ひろば事業 
（再掲21） 両親学級の開催 
【新規】多胎児家庭サポーター事業利用

料助成 
【新規】ベビーシッター利用料助成 

（１３）保育環境の充実仕事と
家庭の両立支援 

44．保育園情報の提供 
45．保育園障害児保育 
46．区立幼稚園の認定こども園化 
47．地域型保育事業 
48．病児・病後児保育事業 

50．育成室の整備 
51．グループ保育室運営 
52．ショートステイ事業・トワイライト

ステイ事業 
（再掲100）ひとり親家庭への支援 

（３４）介護者等への支援 22．介護保険サービスの充実 
23．介護保険外のサービスの充実 

24．障害福祉サービス等の充実 
25．障害者総合支援法・児童福祉法外の

サービスの充実 

３２ 自らの能力を発揮

し、活躍できる就業

環境整備の推進 

（１）働きやすい職場環境の整
備・支援 

53．育児・介護休業制度の普及・啓発 
54．労働相談やPR体制の充実 
55．労働関係セミナーの実施 
56．中小企業サポートブックの提供 
57．中小企業におけるワーク・ライフ・

バランスの推進 

114．区の契約に男女平等参画、女性活躍
推進の視点を盛り込む仕組みの促進 

（再掲125）文京区女性のエンパワーメン
ト原則（ＷＥＰs）推進事業所の登録 

【新規】各労働行政機関との連携 

（２）女性の就労・再就職、起
業等への支援 

59．女性の起業・就労に関する情報の提
供 

60．就労支援機関（ハローワーク飯田
橋）との連携による就職面接会等の
実施 

（再掲54）労働相談やPR体制の充実 
（再掲100）ひとり親家庭への支援 
【新規】創業者への支援 

（３）多様で柔軟な働き方の支
援 

（再掲58）ワーク・ライフ・バランスに
関する情報提供・啓発 

61．多様な働き方や法制度の情報提供・
啓発 

62．非正規雇用者及び雇用主に対する啓
発の実施 

63．内職あっせん相談業務の充実 

（再掲56）中小企業サポートブックの提
供 

（再掲57）中小企業におけるワーク・ラ
イフ・バランスの推進 
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【 文京区男女平等参画推進計画（新規） 】 

大項目（目標） 中項目（施策の方向性） 小項目（施策） 事業 

Ⅲ 

あらゆる暴力の 

根絶と生涯を 

通じた心と身体の

健康の支援 

１ 配偶者等からの暴力

の根絶と支援 

【配偶者等暴力防止

基本計画】 

（１）配偶者等からの暴力の防
止と啓発 

68．ドメスティック・バイオレンス防止
に向けた意識啓発の推進 

70．区職員・教職員等への周知・研修 

86．暴力の根絶を訴える事業の実施 
87．女性の人権ホットライン、女性に対

する暴力を無くす運動の周知 

（２）早期発見と相談体制の充
実 

69．配偶者等からの暴力の防止関係機関
等の連携 

71．ドメスティック・バイオレンス被害
者への支援策の周知 

72．配偶者等からの暴力に関する相談事
業の強化 

73．相談事業の連携 
78．配偶者暴力相談支援センター機能の

充実 

（３）被害者の保護から自立・
生活再建までを支援する体
制の整備 

74．被害者への支援 
75．母子・女性緊急一時保護事業の実施 
（再掲76）被害を受けた子どもへのケア

の充実 
77．被害者の自立支援 

79．犯罪被害者支援ネットワークとの連
携 

（４）【新規】児童等への虐待
の防止と支援 

76．被害を受けた子どもへのケアの充実 
82．児童虐待防止対策の充実 
 

83．乳幼児家庭支援保健事業 
 

２ あらゆる暴力の根絶 （１）【新規】子ども、若年層
に対する暴力の根絶に向け
た対応 

【新規】子どもへの性被害等の暴力に関
する相談等に伴う関係機関との連携 

（再掲80）セクシュアル・ハラスメン
ト、スクール・ハラスメント、マタ
ニティ・ハラスメント等に関する意
識啓発の推進 

【新規】若年層に対するデートＤＶ防止
に関する周知及び意識啓発の推進 

【新規】子ども・若年層に対する性暴力
に関する意識啓発の推進 

 

（２）多様化する様々なハラス
メントや暴力に対するの防
止・対応 

80．セクシュアル・ハラスメント、スク
ール・ハラスメント、マタニティ・
ハラスメント等に関する意識啓発の
推進 

81．ストーカー防止に関する意識啓発の
推進 

（再掲79）犯罪被害者支援ネットワーク
との連携 

（３）性の商品化とメディアに
おける性・暴力表現への対
応 

84．青少年を取り巻く有害環境の排除 
85．消費者啓発・教育の推進と契約等に

係る相談への対応 

（再掲9） 男女平等参画啓発事業の充実 
（再掲15） メディア・リテラシーの育成 

３ 生涯を通じた健康支

援 

（１）性と生殖に関する健康と
権利（セクシュアル・リプ
ロダクティブ・ヘルス／ラ
イツ）の普及・啓発 

88．セクシュアル・リプロダクティブ・
ヘルス／ライツに関する啓発の促進 

89．妊娠・産じょく期の支援 

90．エイズ・性感染症対策の推進 
91．不妊治療の支援 

（２）保健指導・健康診査の充
実 

92．健康増進に関する保健指導及び啓発
活動の充実 

93．健康診査の実施 

４ 人権の尊重と自立へ

の支援 

（１）啓発・相談機能の充実 94．人権を尊重する意識の啓発 
95．各種相談業務の充実 
96．子どもの最善の利益を守る法律専門

相談 

97．相談担当者への啓発及び研修の実施 
（再掲41） 男女平等センターにおける相

談事業の充実 

（２）貧困等複数の困難を抱え
る人への各種支援制度の整
備 

98．母子及び父子福祉資金の貸付の実施 
99．母子生活支援施設の利用の確保 
100．ひとり親家庭への支援 
101．母子家庭及び父子家庭自立支援事業

の実施 

（再掲102）性自認・性的指向に関する相
談場所・情報共有の場の提供 

103．子どもの貧困対策 
（再掲95）各種相談業務の充実 

 

Ⅳ 

推進体制の整備 

１ 庁内等推進体制の整

備・充実 

（１）文京区男女平等参画推進
条例の推進 

109．文京区男女平等参画推進条例の周知  

（２）計画の推進と評価体制の
確立 

110．男女平等参画推進会議の運営 
111．男女平等参画推進委員会の運営 

112．男女平等推進委員連絡会の運営 
113．計画評価と重点項目の指定 
（再掲18）男女平等参画推進計画推進状

況評価報告書の作成 

（３）区職員への意識啓発及び
人材育成 

115．区職員に対する意識啓発の推進 
116．職務分担における固定的性別役割分

担の是正 
117．印刷物におけるイラスト等への男女

平等参画の視点の盛り込み 

118．区職員に対する育児・介護休業制度
の普及・啓発 

119．セクシュアル・ハラスメント、マタ
ニティ（パタニティ）・ハラスメン
ト防止策の充実 

120．女性職員の管理職等への登用推進 

（４）苦情申立て制度の運用 121．苦情申立制度の運用  

２ 国際社会と国内の取

組の積極的理解・連

携 

（１）国際社会の取組との連携 122．UN Womenとの連携 123．国際機関との連携協力 

（２）国連持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ（ＳＤ
Ｇｓ）、女性のエンパワー
メント原則（ＷＥＰｓ）の
周知・推進 

124．国連持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ（ＳＤＧｓ）の周知 

125．文京区女性のエンパワーメント原則 
（ＷＥＰs）推進事業所の登録 

（３）国・都・大学・企業・民
間団体との連携の強化 

126．国・都・他自治体との連携 
127．公共機関との連携の強化 
128．大学・企業・民間団体との連携の強

化 
（再掲4）女子生徒・学生のＳＴＥＭ教育

の充実 
（再掲86）暴力の根絶を訴える事業の実

施 

（再掲104）災害時における妊産婦・乳児
救護所の開設 

（再掲125）文京区女性のエンパワーメン
ト原則（ＷＥＰs）推進事業所の登録 

 


