
　

※ 事業名のカッコ内のローマ数字は、文京区男女平等参画推進計画の体系の大項目（目標）の番号を表している。

文京区男女平等参画推進計画に掲載していない文京区関係機関の事業
記号 事業名 事業概要 関係する組織

(a)
区内中小企業
における取組
の促進（Ⅱ）

中小企業に対して女性活躍や働き方改革に関する情報提供を
行うとともに、セミナー等を通して意識醸成を図る。また、
先進的な企業の紹介や、取組事例の共有によって、男女平等
の職場環境を実現する。

東京商工会
議所文京支
部

(b)
区内女性団体
における取り
組み（Ⅱ）

男女平等参画社会の実現に向けた課題や、現在の社会の状況
などに関して専門家による講座を開催したり、資料を収集し
たりすることにより、社会参加のきっかけを作る。また、
様々な活動を行う団体がネットワークを形成することによっ
て交流を図り、互いに切磋琢磨する機会を提供する。

文京区女性
団体連絡会

(c)

国際的な視点
からの問題提
起や女性活躍
モデルの提供
（Ⅳ）

区との共催事業等を通して、UN Women(国連女性機関)の活
動目標である世界における経済的な女性の自立、権利保護、
地位の向上、あらゆる分野における男女平等について、
SDGs*1やWEPs*2などの国際的な視点を踏まえた周知啓発活
動を行う。

ＵＮ
Women
(国連女性機
関）日本事
務所

国・都の計画に掲載されている事業
記号 事業名 事業概要 関係する組織

(d)

国
雇用等におけ
る男女共同参
画の推進と仕
事と生活の調
和（Ⅱ）

子育てをしながら就業を目指す女性等の支援拠点「マザーズ
ハローワーク」「マザーズコーナー」等を各地域にきめ細か
く配置する。
子育て・介護等との両立が可能な職業訓練（公的職業訓練に
おける短時間訓練コースや訓練受講の際の託児サービス支援
の推進）や職業紹介の実施、各種助成金の活用、子育て・介
護等との両立やキャリアブランクに配慮した多様な再就職等
の支援を推進する。
介護・看護・保育等の分野の求職者への支援、保育士・看護
師等の復職支援など、専門資格等を活かした再就職の支援を
推進する。
（第4次男女共同参画基本計画　第3分野　5　ア）

東京労働局
(ハローワー
ク飯田橋)

(e)
都21
職業訓練の実
施（Ⅱ）

求職者を対象として就職に必要な知識・技能を修得できるよ
う職業訓練を実施するとともに、在職者を対象にしたキャリ
アアップのための短期訓練も行う。また、資格取得や訓練内
容等の情報提供の充実を図る。

都立中央・
城北職業能
力開発セン
ター

(f)
都43
労働相談
（Ⅲ）

労働者・使用者双方に対してハラスメント防止に関する普及
啓発活動を行う。また、職場におけるハラスメントに関する
相談、あっせんを行う。

労働相談情
報センター

(g)

都59
女性しごと応
援テラス事業
（Ⅱ）

出産や育児等で離職した女性など、家庭と両立しながら再就
職を目指す女性のための専用窓口「女性しごと応援テラス」
において、キャリアカウンセリングから、職業紹介まで、き
め細かなサービスをワンストップで提供する。また、再就職
を目指す女性を支援するため、就職活動に関するノウハウや
知識の習得、就職に必要な能力の開発等に資する「女性再就
職サポートプログラム」や各種セミナー等を実施する。

(公財)東京し
ごと財団
東京しごと
センター

女性活躍推進計画の令和3年度実績報告について

　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）第6条の規
定に基づく女性活躍推進計画は、本区においては、文京区男女平等参画推進計画に国、
都等による事業を補完し、文京区の区域内における女性活躍推進計画と位置付けてい
る。
　そのため、実績報告については、文京区男女平等参画推進計画に掲載のない、国、都
等による以下の事業に関して実績の把握を行うものとする。

【資料第2号】推



　

区と連携して行う事業
記号 事業名 事業概要 関係する組織

(h)
区内教育機関
との連携
（Ⅰ）

区内の教育機関と連携し、女性の可能性や選択肢を広げる催
事等の情報提供を行う。
・区内大学が実施するリカレント教育やビジネススキル研修
・ＳＴＥＭ分野*3に進路を選択する女子児童・生徒、学生等
を対象の講座
・ロールモデルとなる人物の講演会など

区内の国立
私立学校

(i)

性別に基づく
差別禁止の周
知や啓発
（Ⅰ）

区内企業等と連携し、性自認や性的指向に関する理解を深
め、ＣＳＲ（企業が行う社会的活動）の取組などを通して、
誰もが働きやすい社会を目指すための周知や啓発を行う。 区内企業等

(j)

性別役割分担
意識の解消の
ための周知や
啓発（Ⅱ）

区内の各種団体等と連携し、家事や育児･介護などへの積極的
な男性の関与や、どちらかの性別に負担が偏らずに仕事と家
庭が両立できるよう、周知、啓発の活動を推進する。 区内団体等

文京区男女平等参画推進計画に掲載していない文京区の事業
記号 事業名 事業概要 関係する組織

(k)

文京区地域雇
用問題連絡会
議（Ⅳ）

各労働行政機関と連携して、労働施策を推進するために、文
京区内における雇用・労働問題に係る課題（男女の賃金格差
解消等を含む。）や地域ニーズについて意見交換及び協議を
行う。

経済課

(l)

創業支援セミ
ナーの実施
（Ⅱ）

区内で創業を目指す方及び創業して間もない方を対象に、創
業を支援するセミナーを開催する。セミナーのほか、受講者
向けの個別相談会、交流会を行う。

経済課

(m)

創業支援資金
（中小企業向
け資金融資）
のあっせん
（Ⅱ）

文京区で創業しようとする場合又は区内で創業し1年未満の場
合、必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金融
機関に対して、文京区が融資をあっせんする。 経済課

＊3　STEM分野
Science, Technology, Engineering and Mathematicsの略。科学・技術・工学・数学の学問領域で、国際的に用いられて
いる言葉

＊１　SDGs(エスディージーズ：Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)
2015年国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2016年から2030年までの
国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲット

＊2　WEPs(Women's Empowerment Principles：女性のエンパワーメント原則）
国連グローバル・コンパクト（GC）と国連婦人開発基金（UNIFEM）（現UN Women）が共同で作成した企業がジェンダー
平等と女性のエンパワーメントを経営の核に位置付けて自主的に取り組むための7原則



女性活躍推進計画実績報告様式

事　　業　　名

区内中小企業における取組の促進（Ⅱ）

年度 参加人数

35

8

東京商工会議所文京支部

R3

イチから分かる！中小企業のためのＳＤＧｓ・ＥＳＧ入門/㈱Ｕｐ‘ｓ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 代

表取締役・中小企業診断士 村岡滋氏/　区内小規模事業者/　2021.9.17 14:00～16:00

中小企業の人材マネジメント～リモートワーク時代の採用・育成・定着～/高橋美紀経営支援事務所

代表・社会保険労務士・中小企業診断士　高橋美紀氏/　区内小規模事業者/　2021.10.25

14:00～16:00

記号 事　　業　　概　　要

(a)

中小企業に対して女性活躍や働き方改革に関する情報提

供を行うとともに、セミナー等を通して意識醸成を図る。また、

先進的な企業の紹介や、取組事例の共有によって、男女平

等の職場環境を実現する。

事　業　実　績　　※ 実施概要（タイトル/講師/対象/開催時間）



女性活躍推進計画実績報告様式

事　　業　　名

区内女性団体における取り組み（Ⅱ）

年度
参加人数

(うち、女性数)

78(66)

30(21)

26(21)

34(29)

30(25)

-

69 (60 )

57 (48 )

39(36)

24(22)

28(20)

 54(48)

登録団体企画助成事業　「おもしろ！　歌舞伎の裏話 ～400年の歳月を超えて「新しい歌舞伎」の芽

生え～」　/　喜熨斗勝氏（歌舞伎研究家）/どなたでも　/男女平等センター登録団体の活動を助成

し、団体の活性化を図る。

男女共同参画週間記念講演会　「グローバル時代は女性の時代　～その経済特性と愛が世界を救う

～」　/　浜矩子氏（同志社大学大学院ビジネス研究科専門職学位課程教授）　/どなたでも　/反グ

ローバル化の声が強くなっている中で、女性の強さ、大きさ、勇気が大切なことを講演いただいた。

男女平等センターまつり　映画「一粒の麦　荻野吟子の生涯」　/どなたでも　/近代日本において女性で

初めて医師として認められた荻野吟子が、男性社会の中で道なき道を歩んでいく姿を描いた作品

男女平等センターまつり　映画「82年生まれ、キム・ジヨン」　/どなたでも　/現代女性の社会進出の問

題やそれに伴う登場人物の感情の変化を描く作品

登録団体活動報告会　/　対象：男女平等センター登録団体　/登録団体が活動内容を発表・報告

し、相互に交流する。

文京区女性団体連絡会

R３

利用者懇談会２回　/　対象：男女平等センター登録団体・男女平等センター利用者　/利用者と男

女平等センターの意見交換及び利用者が相互に交流する機会とする。

女性活躍推進事業　映画「ビ リ ー ブ　未来への大逆転　～ルース・ベイダー・ギンズバーグ～」　/どなた

でも　/1970年代アメリカで、世紀の男女平等裁判に挑んだ女性弁護士の爽快な実話

記号 事　　業　　概　　要

(b)

男女平等参画社会の実現に向けた課題や、現在の社会の

状況などに関して専門家による講座を開催したり、資料を収

集したりすることにより、社会参加のきっかけを作る。また、様々

な活動を行う団体がネットワークを形成することによって交流を

図り、互いに切磋琢磨する機会を提供する。

事　業　実　績　　※ 実施概要（タイトル/講師/対象/内容等）

男女平等センター内資料コーナーの運営（蔵書数7143冊、視聴覚資料166点）

配偶者等暴力防止啓発事業　「私のまわりの気がつかないDV　～コロナ禍での現実～」　/　加藤昌子

氏（弁護士）/どなたでも　/DVの現状、DV防止法の概要、DVと離婚、DVの刑事手続きなど、DVを

一人で抱え込まないための知識を幅広くお話しいただいた。

家庭生活への参画支援事業　「人生後半戦・男の介護　～男も介護を担う時代 あなたはどうする⁉

～」　/　中谷信一氏（ゆしまの郷施設長）/どなたでも　/介護者が意識すべき、自己決定権の尊重、

継続性の尊重、残存能力の活用について学ぶ。

区政を知る事業　「資源ごみの行方は…⁉  ～リサイクルの「知りたい」と「これから」～」　/　区リサイクル

清掃課長　/どなたでも　/大切な"地球”を次の世代に引き継いでいくために、リサイクルの仕組みを理解

し、循環型社会の実現が急務であることを学ぶ。

家庭生活への参画支援事業　「今から知っておきたい介護の基礎知識　～介護の心構えと対応方法

～」　/　阿部智子氏（ 訪問看護ステーション けせら統括所長）/どなたでも　/超高齢化社会に向け

て、介護保険制度、介護者になる心がまえ、介護される心構えを、男性・女性を問わず学ぶ。



24(22)

19(17)

19(18)

24(22)

11(8)

15(15)

13(13)

ぶんぶん塾　「椅子に座って簡単筋トレ」　/　佐々木玲子氏（健康運動指導士）　/文女連加入団

体等　/足からくる体の衰えを防ぐため、椅子に座って無理なく続けられる筋トレの方法を身に着ける。

社会参画支援事業（プラスワンセミナーⅡ）「労働分野のジェンダー平等　～コロナ禍の女性労働～」

/　浅倉むつ子氏（早稲田大学名誉教授）/どなたでも　/コロナ禍によって何が起きているのか？ジェン

ダー視点の欠如はコロナ禍における困難を深刻化させることを多くの資料をもとに学ぶ。

社会参画支援事業（プラスワンセミナーⅢ）「とにかくさけんで にげるんだ！　～子どもの人権と犯罪防

止～」　/　安藤由紀氏（人権ファシリテーター）/どなたでも　/子どもはなぜ狙われるのか、子どもができ

る防犯スキル、大人であるあなたができること、そして子どもの回復のためにやるべきことを学ぶ。

社会参画支援事業（プラスワンセミナーⅣ）「男女平等参画の今とこれから　～ジェンダーの視点からみ

る１人ひとりが輝く社会へ～」　/　内海﨑貴子氏（川村学園女子大学教授）/どなたでも　/女子大

学生の提言から、ジェンダーとジェンダー形成を考える。

理系女性育成事業　「女性研究者が語る「理工系を選ぶとこんなにオトク！」」　/　熊田亜紀子氏

（東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻教授）/中学生・高校生・保護者・教育関係

者・その他興味のある方　/教育において注目されている理工系のSTEAM分野について、先生の専攻さ

れる電気工学を例にお話しいただいた。

R３

ぶんぶん塾　「知って得するスマホ講座」　/　東京第一友の会PC資料部　/文女連加入団体等　/スマ

ホの機能やすぐに役立つアプリ、特に、ZOOMの参加方法とホストのやり方を習得する。

社会参画支援事業（プラスワンセミナーⅠ）「女性の権利を国際基準に！　～どうなっているの？日本

のジェンダー平等～」　/　浅倉むつ子氏（早稲田大学名誉教授）/どなたでも　/女性差別撤廃条約

が日本で発効されてから36年。条約の実効性を上げるために必要な選択議定書の批准により、国連に

直接通報できる個人通報制度について理解する。



女性活躍推進計画実績報告様式

事　　業　　名

国際的な視点からの問題提起や女性活躍モ

デルの提供（IV)

年度 参加人数

不明

186

ー

不明

約116

38

215

約45

UN Women （国連女性機関）日本事務所

記号 事　　業　　概　　要

事　業　実　績　　※ 実施概要（タイトル/講師/対象/開催時間）

文京区ハイスクールアカデミア「UN Womenの仕事とSDGs」/UN Women日本事務所長/　中高

生・大学生/　2022.3.28（月）/　オンライン

(C)

区との共催事業等を通して、UN Women(国連女性機関)の

活動目標である世界における経済的な女性の自立、権利保

護、地位の向上、あらゆる分野における男女平等について、

SDGs*1やWEPs*2などの国際的な視点を踏まえた周知啓

発活動を行う。

文京区「カラーリボンフェスタ2021」パネル展示/区民等/2021.8.25（水)、26（木)

文京オレンジデーキャンペーンパネル展示/区民等/ 2021.11.24　(水)

国際女性デーシンポジウム「国際女性デーシンポジウム　わたしが変える地球の未来～日々の暮らしで

できること～」/　UN Wome日本事務所長/区民等/　2022.3.4（金）/　オンライン

中央大学講演　「ジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメント」/ UN Women 日本事務所長/大

学生/2021.4.13（火）

順天堂大学講演　「ゲスト講義」/ UN Women 日本事務所長/大学生・ダイバーシティ推進

/2021.12.23　(木)

東洋学園大学とピースウィズジャパン（公開セミナー）「紛争で傷ついた人々に対するジェンダー支援と

は何か？－ウガンダの難民支援から考える－」/　UN Women 日本事務所長　/ 一般、大学生 /

2022.3.1（火）/　オンライン

R 3

文京区ウクライナ難民支援パネル展示/区民等/2022・3・17（木）

＊1　SDGs(エスディージーズ：Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)
2015年国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な
世界を実現するための17のゴール・169のターゲット

＊2　WEPs(Women's Empowerment Principles：女性のエンパワーメント原則）
国連グローバル・コンパクト（GC）と国連婦人開発基金（UNIFEM）（現UN Women）が共同で作成した企業がジェンダー平等と女性のエンパ
ワーメントを経営の核に位置付けて自主的に取り組むための7原則



女性活躍推進計画実績報告様式

事　　業　　名

雇用等における男女共同参画の推進と仕事と

生活の調和（Ⅱ）

年度
就職者数等

(うち、女性数)

マザーズハロー

ワーク就職数

1,680

飯田橋所訓練

申込件数520件

文京区居住者

250（176）

飯田橋所就職数

197

文京区居住者

49（43）

東京労働局（ハローワーク飯田橋）

R3

都内3か所のマザースハローワークにおいては、求職者担当制によるきめ細かな職業相談を行う中で個々

の求職者ニーズを把握し、仕事と子育ての両立支援を実施した。

女性等の職業訓練ニーズを的確に把握し、公共職業訓練（ハロートレーニング）の内容や有用性につ

いて職業相談窓口、ホームページ等で積極的に発信し、施設見学会の参加も勧奨した結果、多くの職

業訓練の申込みを受け付けることができた。

福祉分野（介護・看護・保育）での就職を希望する求職者については、都内7か所に設置されている

「人材確保・就職支援コーナー」の案内も行い、マッチング支援に向けた取組を行うほか、定期的に求人

情報の提供を行い、就職に結び付けた。

記号 事　　業　　概　　要

事　業　実　績　　※ 実施概要

(d)

子育てをしながら就業を目指す女性等の支援拠点「マザーズハ

ローワーク」「マザーズコーナー」等を各地域にきめ細かく配置す

る。

子育て・介護等との両立が可能な職業訓練（公的職業訓練

における短時間訓練コースや訓練受講の際の託児サービス支

援の推進）や職業紹介の実施、各種助成金の活用、子育

て・介護等との両立やキャリアブランクに配慮した多様な再就職

等を推進する。

介護・看護・保育等の分野の求職者への支援、保育士・看護

師等の復職支援など、専門資格等を活かした再就職の支援を

推進する。

（第４次男女共同参画基本計画　第３分野　５　ア）



女性活躍推進計画実績報告様式

事　　業　　名

都２１

職業訓練の実施（Ⅱ）

都立中央・城北職業能力開発センター

年度 参加人数

女性の就職者

101

(66.0%）

女性の受講者

609

（53.4%）

 

R3

求職者を対象とした職業訓練

　中央・城北職業能力開発センターでは、地元文京区に多く立地する印刷・出版業の人材育成に資す

るため、６科目中、４科目が印刷系の職業訓練となっている（印刷系の他に、ＯＡシステム開発科、

介護サービス科を展開）。

　ポスター等の商業印刷物をパソコンで制作するパソコングラフィック科、書籍・雑誌等をパソコンで制作す

るＤＴＰ科、印刷・出版の営業人材を育成するメディアプロモーション科は、多くの女性が訓練に取り組

み、企業に就職し活躍している。大型印刷機のオペレータを目指すマルチプリンティング科（令和３年度

までグラフィック印刷科）は、これまでほとんど男性の生徒で占められていたが、近年は女性が訓練に取り

組み、就職後２年で大型印刷機の機長として活躍する例もある。

　令和３年度実績

　　　訓練修了者（1９2人）のうち就職者数1５３人（うち女性：１０１人、男性：５２人）

在職者を対象としたキャリアアップのための短期訓練

　地元文京区に多く立地する印刷・出版業で働く方々が活用できるMacやWindows等による作業の

能力向上のための講座等を実施し、多くの女性が受講している。　令和3年度においては、受講者の過

半数が女性であった。

　令和3年度実績

　定員：1,268人　応募者：2,657人、受講者1,140人（うち女性：609人、男性：531人）

　※　感染拡大防止のため、当初計画定員1,514人から減じて実施した。

都立中央・城北職業能力開発センター

記号 事　　業　　概　　要

(e)

求職者を対象として就職に必要な知識・技能を修得できるよ

う職業訓練を実施するとともに、在職者を対象にしたキャリア

アップのための短期訓練も行う。また、資格取得や訓練内容

等の情報提供の充実を図る。

事　業　実　績　　※ 実施概要



女性活躍推進計画実績報告様式

事　　業　　名

都４３

労働相談（Ⅲ）

労働相談情報センター

年度 参加人数

労働セミナー

の受講率

113.5 %

人間関係の

相談のうち、

セクハラ・マタ

ハラの割合

9.8%

R3

労働者・使用者双方に対するハラスメント防止に関する普及啓発活動

　労働相談情報センターでは、ハラスメント防止、メンタルヘルス対策など、多彩なテーマで使用者向

けセミナーを開催している。労働者向けにも、職場の嫌がらせ、パワーハラスメント、メンタルヘルス対策

など、現在の重要な課題をテーマにセミナーを開催している。

令和３年度実績

　　　使用者向けセミナー　 ：23回開催（定員2,051人）1,429人受講

　　　労働者向けセミナー　 ：22回開催（定員1,318人）3,050人受講　※　オンラインを含む。

　　　多様な働き方セミナー：25回開催（定員1,596人）1,154人受講

 　　　　　　　　　　　合　計 ： （定員4,965人）5,633人受講　※　オンラインを含む。

職場におけるハラスメントに関する相談、あっせん

令和３年度実績

　　労働相談件数：45,504件（男性：21,357件　　女性：24,147件）

　　　（うち労働者からの相談：34,973件、使用者からの相談：8,537件）

　　相談項目数：80,012項目

　　　うち、人間関係の相談：12,006項目（相談項目数に占める割合：15.0％）

　　　　　　【その内訳】　（　）内は、人間関係の相談に占める割合

　　　　　　　　職場の嫌がらせ　　　　 ：8,742項目（72.8％）

　　　　　　　　セクシュアルハラスメント：   945項目（7.9％）

　　　　　　　　マタニティハラスメント 　：　 231項目（1.9％）

　　　　　　　　その他　　　　　　　　　　：2,088項目（17.4%)

労働相談情報センター

記号 事　　業　　概　　要

(f)

労働者・使用者双方に対してハラスメント防止に関する普及

啓発活動を行う。また、職場におけるハラスメントに関する相

談、あっせんを行う。

事　業　実　績　　※ 実施概要



女性活躍推進計画実績報告様式

事　　業　　名

都５９

女性しごと応援テラス事業（Ⅱ）

（公財）東京しごと財団　東京しごとセンター

年度 参加人数

個別カウ

ンセリング

延べ

9,037

回

プログラ

ム参加

人数

   163

両セミ

ナーの参

加人数

  339

R3

「女性しごと応援テラス」におけるワンストップサービス

出産や育児、介護等で離職した女性など、家庭と両立しながら仕事に就きたいと考えている女性を主な

対象に、就職支援アドバイザーによる個別カウンセリング、求人情報の提供・職業紹介など、きめ細かな

就職支援を実施した。

　

令和３年度実績

　　就職支援アドバイザー等による支援

　　　　個別カウンセリング：延べ9,037回

女性再就職サポートプログラム

主に出産や子育て、介護等の事情で離職し、現在、就職を希望している女性（54歳以下）の方等

を対象に、就職に役立つ知識や職種別の実習、職場体験までセットにした10～12日間程度の総合

的な支援プログラムを、東京しごとセンター（飯田橋）内で実施した。

　

令和３年度実績

　　経理の基本・事務の基本など９回実施、163人受講

各種セミナーの開催

女性再就職支援セミナー：再就職に当たっての心構えや、はじめの一歩を踏み出すためのノウハウなど

の情報を提供

子育て支援セミナー：就職活動を検討している育児中の女性を対象に、再就職に当っての心構えのほ

か、保育施設等の確保と就活の両立方法などの情報を提供

令和３年度実績

　　女性再就職支援セミナー：各地域で10回開催、286人参加

　　子育て女性向けセミナー：各地域で６回開催、53人参加

(公財)東京しごと財団

東京しごとセンター

記号 事　　業　　概　　要

(g)

出産や育児等で離職した女性など、家庭と両立しながら再

就職を目指す女性のための専用窓口「女性しごと応援テラ

ス」において、キャリアカウンセリングから、職業紹介まで、きめ

細かなサービスをワンストップで提供する。また、再就職を目

指す女性を応援するため、就職活動に関するノウハウや知識

の習得、就職に必要な能力の開発等に関する「女性再就

職サポートプログラム」や各種セミナー等を実施する。

事　業　実　績　　※ 実施概要



女性活躍推進計画実績報告様式

事　　業　　名

区内教育機関との連携（Ⅰ）

年度

参加人数

(うち、女性

数）

約10

約60

（約30）

女性活躍推進計画実績報告様式

事　　業　　名

性別に基づく差別禁止の周知や啓発（Ⅰ）

年度

参加人数

(うち、女性

数）

R3 54

女性活躍推進計画実績報告様式

事　　業　　名

性別役割分担意識の解消のための周知や啓

発（Ⅱ）

年度

参加人数

(うち、女性

数）

R3 ー

事　業　実　績　　※ 実施概要（タイトル/講師/対象/開催日時等）

実績なし

順天堂大学（出前講座）「文京区におけるジェンダー平等とダイバーシティの推進について」/　ダイバー

シティ推進担当職員　/　大学生等 / 2021.12.15（水）/　オンライン及び対面
R3

事　業　実　績　　※ 実施概要（タイトル/講師/対象/開催日時等）

文京SOGIにじいろ映画会（区民向け講座）「I Am Here ～私たちは ともに生きている～」/　浅沼

智也 氏（TRANS VOICE IN JAPAN代表）、屋成和昭 氏（㈱アウト・ジャパン代表取締役）/

区民等/　2021.7.10（土）/　オンライン

区内団体等

記号 事　　業　　概　　要

(j)
区内の各種団体等と連携し、家事や育児･介護などへの積極

的な男性の関与や、どちらかの性別に負担が偏らずに仕事と家

庭が両立できるよう、周知、啓発の活動を推進する。

駒本小学校（出前講座）「国際理解講座」　/　UN Women日本事務所長/　小学6年生/

2022.2.22（火）/　教室

区内企業等

記号 事　　業　　概　　要

(i)
区内企業等と連携し、性自認や性的指向に関する理解を深

め、ＣＳＲ（企業が行う社会的活動）の取組などを通して、

誰もが働きやすい社会を目指すための周知や啓発を行う。

区内の国立私立学校

記号 事　　業　　概　　要

(h)

区内の教育機関と連携し、女性の可能性や選択肢を広げる催

事等の情報提供を行う。

・区内大学が実施するリカレント教育やビジネススキル研修

・ＳＴＥＭ分野（※）に進路を選択する女子児童・生徒、学

生等を対象の講座

・ロールモデルとなる人物の講演会など

事　業　実　績　　※ 実施概要（タイトル/講師/対象/開催日時等）



女性活躍推進計画実績報告様式 経済課

事　　業　　名

文京区地域雇用問題連絡会議（Ⅳ）

年度 参加人数

R3 ―

事　　業　　名

創業支援セミナーの実施（Ⅱ）

年度
参加人数

（うち、女性数）

24

(13)

22

(14)

22

(11)

32

(21)

事　　業　　名

創業支援資金（中小企業向け資金融資）

のあっせん（Ⅱ）

年度 参加人数

R3 ー

資金名：創業支援資金

対象：文京区内で創業しようとする場合又は区内で創業し1年未満の場合

資金使途：運転・設備

融資限度額：1,500万円以内（代表者が区民の場合、2,000万円以内）

返済期間：7年(84か月)以内　元金据置12か月以内含む。

利率：契約利率1.5％、利子補給率1.5％、本人負担率0％

※　創業特例の場合、

　返済期間：3年以内　契約利率1.1％、利子補給率1.1％、本人負担率0％

　　　　　　　　 3年超5年以内　契約利率1.2％、利子補給率1.2％、本人負担率0％

　　　　　　　   5年超7年以内　契約利率1.4％、利子補給率1.4％、本人負担率0％

令和3年度実績

あっせん件数・金額：32件・238,990,000円

貸付件数・金額：24件・168,600,000円

記号 事　　業　　概　　要

(m)
文京区で創業しようとする場合又は区内で創業して1年未満の

場合、必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金

融機関に対して、文京区が融資をあっせんする。

事　業　実　績　　※ 実施概要

R3

創業支援セミナー（ひとりで起業編）/山崎泰央氏、福本伸夫氏/区内での創業希望者又は創業

後５年未満の方/　Zoomオンラインセミナー　2021.7.7、14、21、28、8.11（全て水曜日）

19:00～21：00

創業支援セミナー（入門編）/石井律子氏/区内での創業希望者又は創業後５年未満の方/

Zoomオンラインセミナー　2021.10.3（日）10:00～13:00

創業支援セミナー（実践編）/石井律子氏、福本伸夫氏ほか2人/区内での創業希望者又は創業

後５年未満の方/　Zoomオンラインセミナー　2021.10.10、17、24、31、11.7（全て日曜日）

10:00～13:00

創業支援セミナー（ワンスポットセミナー）/西條由貴男氏/区内での創業希望者又は創業後５年

未満の方/　Zoomオンラインセミナー　2022.2.6（日）10:00～12:00

記号 事　　業　　概　　要

(l)
区内で創業を目指す方及び創業して間もない方を対象に、創

業を支援するセミナーを開催する。セミナーのほか、受講者向けの

個別相談会、交流会を行う。

事　業　実　績　　※ 実施概要（タイトル/講師/対象/開催時間　等）

文京区地域雇用問題連絡会議/（構成メンバー）区・ハローワーク飯田橋・中央労働基準監督

署・東京労働局・文京区商店街連合会・文京区シルバー人材センター・東京商工会議所文京支

部・東京都社会保険労務士会文京支部/　※ 感染症拡大防止の観点から書面開催

記号 事　　業　　概　　要

(k)
各労働行政機関と連携して、労働施策を推進するために、文京

区内における雇用・労働問題に係る課題（男女の賃金格差解

消等を含む。）や地域ニーズについて意見交換及び協議を行

う。

事　業　実　績　　※ 実施概要
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