
〔１７年度政策評価〕

政策名
（中項目）

政策分類
（略称）

所管部課
政策評価
担当部

政策目標

政策指標

指標１

指標２

指標３

政策指標の推移

年度実績 年度見込 年度見込 年度目標 年度目標

14 17 18 19 21

指標１ 68 82 108 116
（達成度） (58.6%) (70.7%) (93.1%) (100.0%)
指標２-① 29 89 89
（達成度）
指標２-② 7 21 21
（達成度）

【実績評価】（政策指標の推移から）

①政策評価

【総合評価】（今後の政策の方向性）

　本区においては平成11年から15年の合計特殊出生率は0.86から0.77と低い状態で推移してい
る。少子化の流れを変えるため、国においては平成15年7月には次世代育成支援対策推進法を策定
し、各施策を総合的に推進する枠組みを整備している。
　このような中で区においても地域福祉計画の分野別計画である子育て支援計画を拡充した、次
世代育成支援行動計画を策定し、総合的かつ横断的な子育て支援を推進している。
　しかしながら保育園においては定員の拡大を図るための方策を進める一方、保育需要の増加に
より待機児童がさらに増えるなど子育てを取り巻く環境は依然として厳しい状況にある。子育て
の喜びを家庭と地域でわかちあい、子どもたちが輝くまちづくりをすすめるため、今後も政策の
充実に努めていくとともに、子育て支援のあらゆる面で区民と協働していく。

　保護者のニーズに添った多様な保育メニューを提供するため、病後児保育や年末保育など新たな保
育事業等を実施した。
　また保育需要増加に伴う公設民営保育園・認証保育所の新設や、区立保育園の定員増及び育成室の
増設などにより、子育てと仕事の両立支援の施策の充実に努めている。
　子ども家庭支援センターや保健サービスセンター等においては子育てに関する同じ悩みを持つ母親
同士の出会いをきっかけにした子育てグループの結成や交流の場を提供している。また社会福祉協議
会では「ふれあいいきいきサロン｣において仲間づくりの活動を進めるなどし、地域における子育て支
援を進めている。
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Ⅱ基本政策
　２　自立と安心
　　(2)子育て

福祉部

多様な保育メニューの提供施設数（延長保育、障害児保育、産休明け保育、一時保
育、年末保育、病後児保育等の特別保育及び育成室の障害児受入れ実施延べ施設数)

子育てに関する区民の主体的な取り組み（①子育てセミナー等開催回数、②子育てに
関する自主グループの数)

年度実績

16

平成17年度文京区政策評価表

年度実績

15

子育て環境を充実させ、「文の京」をふる

さとにする住民を増やす

総務課、男女平等青少年課、保護課、児童課、保育
課、福祉センター、小石川保健サービスセンター、
本郷保健サービスセンター、施設管理課、庶務課、
学務課、教育改革担当課、教育センター

安心して子どもを生み、育てることのできる子育て環境の整備を進め、「文の京｣を
ふるさとにする子どもたちが増えるよう、子育て世代を支援する。また、子どもたち
一人ひとり権利を保障し、その健やかな成長のために、男女がともに参画し、家庭及
び地域全体で、次世代の担い手となる子どもたちを育てる体制を構築していく。

政策評価シート１



〔１7年度政策評価〕

政策名； 子育て環境を充実させ、「文の京」をふるさとにする住民を増やす

政策評価担当部の改革プラン （記入日 年 月 日）

（外部意見等）

学識経験者

②改革プラン

　本区では平成16年度に「子育て支援計画」を改定し、新たな「次世代育成支援行動計画」に基づいた子育て環境の整備
を進めているところである。しかしながら平成16年の本区の合計特殊出生率は、0.81と前年よりやや盛り返したものの引
き続き深刻な状況である。
　そこで、これまで以上に強力に子育て支援を推進していくための体制づくりを進めるとともに、新たな施策の展開によ
り、安心して子どもを生み、育てることのできる子育て環境を整備していく。
１．　新たな組織体制の設置
　子育てしやすい環境づくりには、職場や家庭など各場面における男女の協働も重要である。そこで、新たに｢男女協働子
育て支援部｣を設置し、男女協働と子育て支援施策を総合的に推進する。
２．　地域との協働による子育て支援
　　核家族化の進行や地域コミュニティの衰退による子育て機能の低下に対応するため、子育て経験者を活用し、区民相
互のサポート体制を充実する。また地域商店街とも連携した経済支援を実施し、子育てしやすいまちづくりを推進する。
３．　多様な保育メニューを提供するとともに、子育て環境を充実する
　耐震補強工事にあわせた保育園の定員拡大や幼保一元化園の開設など、保育の充実を図るとともに、一時保育や親子交
流施設の充実を図り、家庭で子育てを行う家庭に対する支援を強化する。
　また、児童虐待の未然防止や見守りの機能を加え、虐待の対応を強化するために、子ども家庭支援センターを先駆型へ
整備する。

（なお、外部意見を受けて個々の施策に関する改革の方針については別に記載する。)

①子どもたちへの虐待・暴力を防ぎ、子どものいのちが大切にされる地域づくりを進める。
・不適切な養育（虐待）を防ぐためにネットワークの構築と＜関係機関用＞マニュアル作成に取り組まれたことは高く評
価する。今後とも諸機関や関連施設との定期的な会議や研修によって連携強化を進めていただきたい。
・虐待防止マニュアルの＜一般向け＞の作成も視野にいれていただきたい。市のホームページにこれらのマニュアルを掲
載して、一般市民や学生などの関心向上に努めた市もある。多くの区民が適切な知識をえることによって地域全体の意識
も高まり、そのことが不適切な養育の抑止にもつながると考えるからである。
・不適切な養育を発見する機会の多い社会的資源として、保育所や幼稚園などがあげられる。保育所や幼稚園の職員の研
修に子育て支援に関する内容を盛り込むことも必要であろう。
・保護者は子どもを通して親として評価されることが多い。当事者の立場に立てば、いざ相談しようと思ってもなかなか
実行できないものである。今後も、子育て相談が気軽にできる体制づくりを進めていただきたい。
・地域における危機管理と子どもの安全対策の観点から、安心メール配信システムをより拡大運用していただきたい。
②幼稚園・保育園の一元化をめざすことによって、子どもと家庭の双方にとって厚みのある子育て環境を整備する。
・保護者の立場からすれば、就労形態や勤務形態に応じて保育施設を選択できるようになったことは子育てと仕事の両立
にとって強力な後押しとなる。子どもの最善の利益という観点からみても、二重保育などを避けて保育担当者との安定的
な対人関係を構築することは重要と考えられる。
・「柳町こどもの森」の開設後は、幼稚園・保育所の総合施設化で全国的に大きな課題となっている保育の質を確保・向
上させるためのシステム構築や外部評価の導入について、ぜひとも先駆的な取り組みをおこなってくださるよう期待した
い。
・わが国の労働者（男女を問わず）の働き方とも密接に関連する課題でもあるので、他の事業との連携が必要と考えられ
る③多様な子育てメニューを提供し、行政や民間、区民参画による子育てサービスの充実・向上を図る。
・保護者のニーズが多様化・多岐化している中で、子育て中の保護者が選択できる多様なメニューを提供していることは
評価したい。
・利用者の視点に立ったメニューとして十分に機能しているかどうかを検討するためにも、今後は利用者の声を積極的に
すくいあげていくことが期待される。
・区報ぶんきょうの「講座・教室」欄の子育て支援講座を見ると、多様な活動の機会が提供されていることがわかる。と
はいえ、活動時間帯が乳幼児の昼寝の時間帯にかかること、募集人員が少なめであること、連続講座の場合には全回参加
可能者を優先することなどの条件がつけられている。これらの条件を設定することで、参加可能な親子が限定されること
を懸念している。条件を緩やかにして回数を増やすなどの工夫・改善もお願いしたい。
④低年齢児保育や障害児保育の拡充を図る。
・低年齢児の保育ニーズは全国的にも高く、とりわけ都市部でその傾向が顕著である。新たに３園を設置するなど待機児
童対策に積極的に取り組んでいることを評価したい。
・育成室における障害児の受け入れ人数を拡大する方向でぜひ検討していただきたい（育成室の増設、各育成室の受け入
れ人数の拡大など）。また学校から育成室までの付き添いの要望には、学生ボランティア（学部生や大学院生）などの活
用による対応も考えられるのではないか。
・障害児の保育ニーズは高いが、専門的な知識や資格を有する人材の確保も同時に必要である。特別支援教育
の推進事業とも連携しながら進めていただきたい。
⑤世代間の交流や協力による子育て環境の育成を図る。
・子育てを終えた世代のマンパワーや智恵を積極的に活用する動きは全国的にも大きな流れとなっている。回顧調や復古
調に回帰しないよう、シニア世代の研修制度やセミナーの充実も望みたい。
・乳幼児に豊かな環境を用意するという観点から、また文化のエッセンスを伝承するという観点から、次世代に伝えてお
きたい遊びや行事などを経験させる機会を積極的に設けていただきたい。
☆その他
・多様な子育て支援・保育メニューを提供すると同時に、希望者数に対する充足度の調査、実際の利用者の満足度調査や
質の評価を継続していただきたい。利用者の少なさが事業打ち切りの根拠になることもあろうが、打ち切りによって困窮
する親子や世帯があることにもご配慮いただきたい。

政策評価シート２



〔１7年度政策評価〕

区民意見・要望等（聴取した媒体等）

（外部意見を踏まえた)施策の改革方針
① 子どものいのち
・ 平成17年度は児童虐待防止のための早期発見・対応マニュアル（一般区民向け）及び虐待防止啓発ポスターを、文京区
児童虐待防止ネットワーク連絡会において検討し作成する。作成後は、区内各所に配布・掲示及び区ホームページへの掲
載等により、周知と啓発を図っていく。（児童課）
②幼保一元化施設
・「柳町こどもの森」は、モデル園として開設するものであり、開設後様々な検証を行う必要がある。その中で、利用者
評価等を実施する。外部評価については、既存の幼稚園の運営連絡協議会の活用を含め、今後検討する。また、国の総合
施設の動向を見据え、保育園等とも連携し、幼児の健全な成長を図っていく。（学務課)
③ 多様な子育てメニュー
・利用者の視点に立ったメニューとして機能しているかについては、今後、アンケート等の実施も検討していく（保育
課）
・ 子育て支援講座は、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸや親子のふれあい促進等の講座内容や子どもの動きに合わせ、効果的な運営と事故防止
のため、各回ごとに講師と調整し実施しているが、今後更に開催方法等を工夫していく。（児童課）
④低年齢児･障害児保育
　育成室においては、これまで保育を希望する障害児のほぼ全員を受け入れてきている。今後も障害児の入室希望が増加
することが予想されるため、育成室の待機児対策など、他の課題とともに検討をすすめる。
  障害児の学校から育成室までの付添いについては、現在の実施状況を踏まえさらに検討していく。（児童課)
⑤　世代間の交流
　ファミリーサポートや保育ママなど、子育て経験者のマンパワーをいかした事業をさらに充実させていくとともに、新
たに子育てサポーター事業を実施し、子育て中の区民相互のサポート体制を構築していく。

政策評価シート２



施策評価シート１①〔１７年度政策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

15 16 18

指標 82 130

（達成度）

現状

課題

達成度： 方向性：

年度見込

17

182

年度実績

14

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

平成17年度文京区施策評価表

児童課

子育て環境を充実させ、「文の京」をふるさとにする住民を増やす

①子どもたちへの虐待・暴力を防ぎ、子どものいのちが大切にされる地域づくりを進め
る。
男女平等青少年課、保護課、児童課、庶務課、教育
センター

　虐待防止マニュアルの作成により、各機関においての役割が明確となった。今後は子ど
も家庭支援センターを中心としてネットワークの充実や機能の拡充を図り、虐待の早期発
見、防止に努めていく。

　子どもたちの心身の健やかな成長を支援するとともに、子どもたちを虐待や犯罪、事故
から守る。

子ども家庭支援センターにおける虐待に関する相談件数

　児童虐待や教育に関する相談を充実するとともに、地域、関係機関が連携して児童虐待
や暴力、犯罪などから子どもたちを守る。

　児童虐待防止等について、児童相談センター、学校、警察等関係機関相互の連携と的確
な対応を図るため、個別ケースについて関係機関連絡会等を開催し、情報交換、状況把
握、方針の検討等を行う。
　平成16年度には、児童虐待防止に関わる関係機関によるネットワーク組織として、文京
区児童虐待防止ネットワーク連絡会を設置して定期的に開催することで連携のあり方、早
期発見、再発防止等についての検討を進めている。また、児童虐待防止対応マニュアル
（関係機関用）を作成し、子どもに関わる関係機関に配布・周知している。
　さらには、安心メール配信システムの構築により、安全に係る緊急情報を携帯電話やＰ
Ｃへメールで配信し、安心して子育てができる環境づくりを努めている。

　児童虐待を未然に防止するため、今後更に関係機関の連携を進める必要がある。
　また、育児不安や悩みを解消できるよう、各種相談機能の強化や、母親同士の情報交換
や親子のふれあいの場の充実を図るため、子ども家庭支援センターと子育てひろばなどと
の連携がさらに重要となる。

施策評価シート１①



施策評価シート１②〔１７年度政策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

15 16 18

指標 162

（達成度）

現状

課題

達成度： 方向性：

年度見込

17

年度実績

14

評価

今後、着実に成果の向上を図るほぼ達成

平成17年度文京区施策評価表

学務課

子育て環境を充実させ、「文の京」をふるさとにする住民を増やす

②　幼稚園・保育園の一元化をめざすことによって、子どもと家族の双方にとって厚みの
ある子育て環境を整備する。

学務課、教育改革担当課、保育課

幼保一元化施設の開設は、1歳児から5歳児まで一貫した方針に基づき、発達段階に応じた
教育・保育を行うものであり、就学前教育の拡充や保育園待機児対策の一助となることか
ら、その機能を十分に果たすように努める必要がある。

幼保一元化施設の開設に向けて準備を進める。

幼保一元化施設の入園児数

子育ての選択肢の拡大を図るため、また、保育園の待機児対策として、幼保一元化施設を
開設する。

平成18年4月の「柳町こどもの森」の開設に向けて準備を進めている。
１　柳町保育園（１～3歳児）　　保育所保育を実施
２　柳町幼稚園（4・5歳児）

幼稚園と保育園とでは法律上の設置根拠が異なり、この相違が一元化を図るうえでの障害
となっている。こうした枠組みを踏まえつつ一体的な運営を図るために、幼稚園教諭、保
育士の相互交流を深めるなど運用面での工夫が課題である。また、公私立幼稚園の共存の
関係に配慮する必要がある。

施策評価シート１②



施策評価シート１③〔１７年度政策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

15 16 18 19

指標 76 80 108 116

（達成度） (65.5%) (69.0%) (93.1%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

子育て環境を充実させ、「文の京」をふるさとにする住民を増やす

③多様な子育てメニューを提供し、行政や民間、区民参画による子育てサービスの充実･
向上を図る。
総務課、児童課、保育課、教育センター

　可能な限り、多様なニーズに応えているが、一層の施策の拡充が望まれる。

保育園・育成室等における多様な保育メニューを提供し、子育て環境の充実を図る。

延長保育、障害児保育、産休明け保育、一時保育、年末保育、病後児保育等の特別保育及
び育成室の障害児受入れ実施延べ施設数

多様な保育メニューを提供し、また保育園･児童館・育成室の整備を行う。

　保育園において、延長保育や障害児保育を行っているほか、医療機関における病後児保
育、また子育てひろばの設置などにより多様な保育メニューを提供している。
　さらに、平成１８年度には幼保一元化施設を開設する予定である。
　また平成15年度久堅保育園･児童館(育成室)、平成17年度大塚保育園･児童館(育成室)の
耐震補強工事に合わせ内装改修及び設備整備を行った。平成18年度には千石西保育園（児
童館(育成室)の耐震補強工事を実施する。

　今後も待機児童の解消に向けての保育所や育成室の整備や、新たな保育ニーズに応える
保育事業の実施を図る必要がある。

平成17年度文京区施策評価表

保育課

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

年度見込

17

(58.6%)

82

(70.7%)

68

年度実績

14

施策評価シート１③



施策評価シート１④〔１７年度政策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

15 16 18

指標 874 899 982

（達成度）

現状

課題

達成度： 方向性：

年度見込

17

962835

年度実績

14

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

平成17年度文京区施策評価表

保育課

子育て環境を充実させ、「文の京」をふるさとにする住民を増やす

④低年齢児保育や、障害児保育の拡充を図る。

総務課、児童課、保育課、福祉センター、施設管理
課

　子育て家庭における低年齢児の育児負担は大きく、今後もさらに公的支援の拡充が必要
である。また、障害児保育についても受け入れだけでなくより具体的な支援が望まれる。

　低年齢児の受入れも含めた保育園を新設し、待機児童の解消を図るとともに、障害児が
地域の中で健やかに成長･発達できるよう各種サービスを提供し、生活を支援する。

　保育園へ入園できた低年齢児数、保育園・育成室・福祉センター等障害児在籍者数

　低年齢児の受入れや障害児を受け入れ、保育の拡充を図る。

　平成１４年度から１５年度にかけて低年齢児主体の保育園３園を新設し、待機児解消を
図った。また、障害の程度・内容や保護者の意向、就労の有無などによって保育園、育成
室、福祉センターなどで障害児を受け入れている。
　本年７月からは障害のある児童（小学生)を一時預かる特別支援子育て事業を開始し
た。

　今後も待機児対策として積極的な事業展開が望まれる。更に、保護者からの多様な要望
に対して、きめ細かな対応が望まれている。

施策評価シート１④



施策評価シート１⑤〔１７年度政策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

15 16 18 21

指標① 54 81 89

指標② 13 17 21

現状

課題

達成度： 方向性：

子育て環境を充実させ、「文の京」をふるさとにする住民を増やす

⑤世代間の交流や協力による子育て環境の育成を図る。

児童課、保育課、小石川保健サービスセンター、本
郷保健サービスセンター、学務課、教育センター

　子ども家庭支援センターは開設後、子育て支援の中核としての役割を果たしてきた。今
後さらに機能を強化することで、それぞれの施設との連携を強化するとともに地域社会全
体の子育て支援を実現していく。

　子どもの健やかな成長のために、子育て家庭への支援を地域と協働で進める。

①子育てセミナー等開催回数
②子育てに関する自主グループの数

　子育て世代の相互交流や世代間交流の可能な環境を整備するとともに、地域住民の協力
を得て、地域社会が一体となった子育て支援を推進する。

　親子ひろば（子ども家庭支援センター)、子育てひろば及び児童館など、子育て中の親
子が交流でき情報交換を行う場の提供や、保育園・幼稚園における子育てに関する相談に
応じている。また子ども家庭支援センターでは、子育て支援講座を開催し、親子のふれあ
いと子育てグループの育成を目指す。
　社会福祉協議会に委託し実施している地域の子育て相互援助活動であるファミリー・サ
ポート・センター事業では、提供会員１６４名が保育園、育成室の送迎などの支援を行っ
ている。また保育ママ10人も、家庭的な雰囲気の保育により子どもの健やかな成長に寄与
している。
　相談機能や交流ひろば機能を備えた施設が連携を図るとともに、地域住民との子育て支
援のためのネットワークの構築や子育てグループの育成を進めるなど、地域住民が子育て
支援の施策に関わりやすい環境をつくる。

平成17年度文京区施策評価表

児童課

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

年度見込

17

7

89

21

29

年度実績

14

施策評価シート１⑤


