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第４章 計画事業と目標 

  

１ 計画の目標 

 

  子育ての第一義的な責任は、父母その他の保護者にありますが、同時に次

代を担う子どもたちの健やかな成長を支援していくことは、区民、地域活動

団体、企業、学校、行政など社会全体の責務でもあります。 

 「子どもを望むすべての家庭が、安心して子どもを生み、育て、子育てに喜

びを感じることができること」 

 「子どもがひとりの人間として権利を保障され、健康に過ごし、豊かな人間

性を育み、成長すること」 

を目指して、男女がともに参画し、家庭及び地域社会全体で、次代の担い手・

次代の親となり、「文の京」をふるさとにする子どもたちを育てる体制を構築

していきます。 

 

 

２ 基本的考え方 

 

  次のような基本的考え方に沿って、施策を推進していきます。 

 

○ 子どもがいきいきと成長することは、すべての人の願いです。子どもが

ひとりの人間として尊重され、心身ともに健やかに成長するためには、乳

幼児期からのきめ細かな健診、訪問指導のほか、発達段階に応じた相談体

制や情報提供の充実が求められます。 

   また、睡眠、食事、遊びなど１日を通した生活リズムを整えることは、

心身の健康づくりの基礎となります。乳幼児期からの健康管理、食育、遊

びや運動などを通じ、子どもたちが健全な生活習慣を身につけられるよう

支援していきます。 

   子育てに対する不安や悩み、親自身の疾患などから子の養育が困難にな

る場合や児童虐待に至る場合があります。こうした特に配慮が必要なケー

スに対しては、子どもの最善の利益を第一に考え、地域とも連携し、子ど

も家庭支援センター、児童相談所など関係機関がネットワークを活かして

実情の把握に努めるとともに、協力しながら迅速、的確に子どもと保護者

への支援を図っていきます。 

   特別な支援を必要とする子どもについては、早期から一人ひとりの心身

の機能や健康状態を見極め、専門的な支援に継続的に取り組んでいきます。 
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○ 乳幼児期における経験は、その後の成長に重要な意味を有するものです。

遊びや他の子どもとのふれあいなどを通じ様々な経験をできるだけ多くも

つことができるよう保育（養護・教育）の充実に取り組んでいきます。 

   学齢期は、将来の自己実現につながる確かな学力、仲間作り、豊かな心、

健康な身体を作る上で重要な時期であり、すべての子どもが充実した時間

を過ごせるよう、魅力ある学校づくりを目指していきます。 

   また、放課後や学校の長期休業期間の居場所、活動の場として、児童館、

育成室との役割分担を踏まえた上で、地域の活動団体などとも連携しなが

ら多様なメニューをそろえていくことで、様々な体験や仲間と接する機会

を増やし、子どもの生きる力、豊かな心の育成を支援していきます。 

 

○ 地域には、子育ての経験や知識を豊富に有する人材がいます。そうした

人材の子育てについてのノウハウを活かすこと、子育て支援の活動を行う

ＮＰＯや大学などとも連携することで、地域における子育てを支援します。 

   また、子育てをする親同士の仲間作りの機会を提供することで、困った

ときに相談できる、助け合える関係づくりを支援していきます。 

   子どもは、地域の様々な人たちとの関わりの中で多くのことを学び、社

会性を身につけていきます。家庭とともに地域が子どもの成長に関わるこ

とで、次代の地域社会の担い手を育成するとともに子育て中の親の成長に

も資する、そうした健全育成活動を推進していくことが重要です。 

 

○ 本区では、近年、保育所や育成室の待機児童対策に積極的に取り組んで

きており、引き続き、こうした課題に適切に対応していきます。同時に、

子育て家庭の孤立化や働き方の多様化など、子育てを取り巻く状況を踏ま

え、相談機能や情報提供、一時保育や幼稚園での預かり保育、障害のある

子どもの短期入所（ショートステイ）、ひとり親家庭への手当や医療費助成

など、家庭の状況やニーズを踏まえた施策についても取り組んでいきます。 

   また、施策の内容に応じ、ニーズや人口推計、サービスの供給体制など

を勘案し、サービスの適切な供給量と質の確保に努め、安心して子どもを

生み、育てることのできるまちを目指します。 
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 ○ すべての人が住み慣れた地域で安全で、快適な生活を送っていけるよう、

ユニバーサルデザイン＊の考え方を取り入れた人に優しいまちづくりを進

めていきます。そのために、文京区福祉環境整備要綱に基づき、区内の公

共的性格を有する建築物を子ども連れでも利用しやすいよう整備を進める

とともに、区道、公園、公衆トイレ等のバリアフリー化を推進します。 

   また、子どもを交通事故や犯罪から守るため、警察、学校、地域などと

連携・協力して交通安全教育や防犯活動にもさらに取り組んでいきます。 

 

 

________________________________________________________________________________ 
＊ ユニバーサルデザイン あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多

様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方 



３　計画の体系

大項目

【凡例】

・小項目の枠囲み表示事業は、計画目標を掲げ進行管理の対象とする予定の事業です。

・他の分野別計画との重複掲載事業については、小項目の後に計画名と項目番号が記載されています。

（　　　）… 本計画（子育て支援計画）で進行管理します。

＊ … 他の分野別計画で進行管理します。

地 … 地域福祉の推進計画、高 … 高齢者・介護保険事業計画、障 … 障害者計画

・重複掲載事業については、計画の策定時期の違いなどから、一部記載内容が変更されているものが

　あります。

*保1-2-3

*保1-2-2

*保3-2-2

(地1-2-3)

 障3-1-1

 障3-1-4

 障3-1-3

*障3-2-4

*障3-1-2

*障3-3-3

*障3-2-1

*障3-3-4

 障1-6-4

 障1-5-2

*障3-3-7

１
 
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長

中項目 小項目

障害児施策の充実3

母親・両親学級

小児初期救急医療の充実

児童デイサービスの充実

障害者歯科診療事業

特別支援子育て事業

児童虐待防止ネットワークの充実

児童を対象とした相談窓口の運営

新生児訪問3

育成室への障害児受入

2

1

12

乳幼児健康診査5

新生児沐浴指導4

妊娠・出産への支援1

心理経過観察9

経過観察健康診査8

発達健康診査7

アレルギー相談

2

シックハウス対策の普及啓発13

3 虐待発生予防事業

8

障害のある中高生の放課後居場所対策7

2

5

保育園障害児保育4

心身障害児（者）通所訓練事業運営補助3

児童虐待防止対策の充実

6

6

子どもや家庭の健康の確保

9

障害者地域自立生活支援センター運営

1

療育相談の充実1

栄養指導講習会11

歯科保健相談10

2

38



大項目

*障3-3-1
*障3-4-5

*障3-2-3

*障3-3-5

*障3-3-2

*障3-2-2

 障4-3

*地1-6-1

青少年の健全育成1

子どもの生きる力の育成に
向けた教育環境等の整備

2

２
 
子
ど
も
の
生
き
る
力
、
豊
か
な
心
の
育
成

家庭や地域の教育力の向上3

部活動への支援4

総合的な学習の時間3

学校運営連絡協議会5

6

ＰＴＡ活動との連携強化、活動支援8

家庭教育講座7

生涯学習（スポーツ事業）の充実

(仮)放課後全児童向け事業

確かな学力育成事業

文京区青少年育成プランの推進1

中項目 小項目

6 学校５日制に対応した生涯学習事業の充実

3

ティームティーチング・少人数学習の推進

5

保育園体験学習9

学生を対象とした夏季有償ボランティア事業8

ボランティア・市民活動センターへの支援7

スポーツひろばの活用

学校施設の整備7

総合教育相談事業

2

1

児童遊園の整備10

中高生の居場所の確保4

児童館の整備及び運営

生涯学習（文化・学習事業）の充実

家庭のふれあいの推進1

2

私立幼稚園連合会補助10

学校支援地域本部事業9

教育情報環境整備8

講座等での保育室設置9

ブックスタート事業2

5

子ども向け消費生活研修会4

子ども向け出前講座3

6

幼稚園特別保育2

ノーマライゼーションの理念の普及1

特別支援教育推進モデル校6

バリアフリーパートナー運営4
特別支援教育の充実

就学前相談体制の充実3

特別支援教育の充実5

4
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大項目

３
 
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

(地1-1-4)

*地1-1-1

*地1-1-1

健全育成活動への支援4

民間レベルの活動支援2

仲間作りの支援・場の提供3

2 ファミリー・サポート・センター事業

民生委員・児童委員、主任児童委員による相談援助活動1

地域の人材活用1

大学の子育て関連事業への協力3

乳幼児プログラム

五者合同研修会4

幼児クラブ3

子育てグループ等支援5

青少年対策地区委員会への支援・連携

子育てステーション1

幼稚園施設開放6

育児相談・子育て支援セミナー4

2

医療機関等による子育て関連事業への協力2

ふれあいいきいきサロン事業への支援1

子育てサポーター3

青少年リーダー・指導者の育成3

1

青少年の社会参加と青年育成事業の推進2

小項目中項目
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大項目

４
 
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援

1 保育の充実

中項目

子育てに伴う経済的負担の
軽減

3

子育てに伴う心理的負担の
軽減

2

14

区立幼稚園の預かり保育

グループ保育室運営7

8

幼稚園・保育園の一元化施設の運営管理

区立保育園の整備及び定員改定2

子育て支援ホームヘルパー派遣事業1

家庭福祉員6

病児・病後児保育

市街地再開発事業における子育て支援施設の誘致16

認可保育園等の誘致13

民間事業者誘致による小学生の受入れ15

育成室の整備及び運営

3

区立保育園年末保育5

保育園延長保育4

子ども家庭支援センター事業1

第三者評価制度の利用促進17

子育てひろば事業2

特定不妊治療費助成事業1

幼稚園子育て相談4

5

児童手当(平成22年度に「子ども手当」創設見込み)4

保育園子育て相談3

2

乳幼児及び義務教育就学児医療費助成

3 入院助産

私立幼稚園等保護者負担軽減9

区立幼稚園保育料の減免8

認証保育所保育料助成7

保育園第３子保育料助成6

就学援助12

学校給食費補助13

入学支度資金貸付10

(地1-4-3)

11

認証保育所の誘致及び運営補助12

小項目

10

一時保育9

奨学資金貸付11

特定不妊治療費融資あっせん・利子補給事業

緊急一時保育
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大項目

 障1-2-1

*障1-2-2

*障1-2-3

*障1-1-5

 障1-10-2

 障1-10-1

 障4-2-1

(地1-8-2)

*障1-1-17

子育て情報提供の充実4

ひとり親家庭への支援6

４
 
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援

仕事と生活の調和に向けた
啓発

5

障害児のいる家庭への支援7

良好な居住環境の確保8

男女平等参画啓発事業1

子育て施策ＰＲイベントの開催2

子育てガイド1

母子生活支援施設3

母子家庭自立支援事業2

母子自立支援員1

労働者・事業主への広報・啓発活動2

ひとり親家庭休養ホーム6

ひとり親家庭緊急一時ホームヘルパー派遣事業5

母子福祉資金10

ひとり親家庭等医療費助成9

住み替え家賃助成（子育てファミリー世帯）3

住み替え家賃助成（ひとり親世帯）12

福祉タクシー7

心身障害者等福祉手当6

3 緊急一時介護委託費助成

11

住宅あっせん（障害者世帯）10

特優賃区民住宅借上げ事業2

区立住宅の運営1

児童扶養手当7

短期入所（ショートステイ）2

短期保護1

児童育成手当（育成手当）8

住宅あっせん（ひとり親世帯）11

児童育成手当（障害手当）

特別児童扶養手当

母子・女性緊急一時保護事業4

5

8

*障1-1-15

4 市街地再開発における住宅供給

区立障害者住宅の運営9

紙おむつの支給

4

住み替え家賃助成（障害者世帯）

中項目 小項目
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大項目

*地1-3-3

*地1-3-4

 地1-3-1

安心して外出できる環境の
整備

2

5
 
子
ど
も
を
守
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

児童の安全の確保3

*地1-3-2道のバリアフリーの推進1

３人乗り自転車購入費補助7

幼児・児童用ヘルメットキャンペーン6

交通安全教育の実施5

安全・安心な学校づくり4

犯罪の被害防止対策の推進1

文京区福祉環境整備要綱等に基づく指導5

安全・安心な公園づくり3

安全・安心なまちづくり2

3

環境浄化推進運動2

非行防止・更生保護の推進1

コミュニティ道路整備2

1
青少年のための地域環境の
整備

中項目 小項目

8 防災教室の実施

トイレのバリアフリーの推進（だれでもトイレづくり）4

公園のバリアフリーの推進
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４ 計画事業 

 

１ 子どもの健やかな成長 

   子どもが健やかに成長していくために、子ども自身の権利が保障される

ことが不可欠です。児童虐待やいじめを防止し、子ども一人ひとりの権利

が守られるよう、相談や意識啓発などを充実させるとともに、関係機関相

互の連携を推進していきます。 

   また、乳幼児期から発達段階に応じた各種健診や情報提供、相談体制な

どを整えるとともに、子どもの発達について、不安を抱える保護者へのケ

アや、特別な支援を必要とする子どもに対する早い時期からの専門的な支

援に取り組みます。 

 

 

１－１ 子どもや家庭の健康の確保 

   妊娠中からの親子の健康確保と育児不安の解消に努め、子どもが健やか

に生まれ育つよう関係機関が連携して支援していきます。 

 

１－１－２ 母親・両親学級 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
保健サービスセンター 

・母親学級   12 コース 

・両親学級      6 回 

保健サービスセンター本郷

支所 

・母親学級   10 コース 

・両親学級    6 回 
 

 
妊婦及びその夫を対象に、出産・育児についての知

識や情報提供を行うなど、親となる準備を支援するた

め、母親学級と両親学級を引き続き開催する。また、

両親学級等の内容の充実を図る。 

 

 

１－１－３ 新生児訪問（保健医療計画１－２－３重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・訪問数 延 688 件 
 

 
生後 28 日以内の新生児と 60 日以内の乳児に対して、

発育・栄養など育児に必要な事項について指導・助言

するため、保健師等による訪問指導の充実を図る。 
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１－１－１１ 栄養指導講習会 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・離乳食講習会    18 回 

・幼児食講習会     3 回 

・子ども料理教室    1 回 

・プレママクッキング  3 回 
 

 
家庭、保育園、幼稚園、学校との連携を密にし、積極

的な情報提供に努め、食を通じた健康づくりを広く進め

ていけるよう、事業内容の充実を図る。 

また、地域ぐるみの子育てを視野に入れた事業展開を

検討する。 
 

 

 

１－２ 児童虐待防止対策の充実 

  子どもの権利保障の一環として、虐待の予防、早期発見、被虐待児と家

族の援助のため、地域の虐待防止ネットワークを形成・活用するとともに、

支援を必要とする子どもや家庭に対する個別相談や継続的な支援を実施し

ていきます。 

 

１－２－１ 児童を対象とした相談窓口の運営 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・子ども家庭支援センター、

教育センターで相談窓口を

実施 

・区内全小・中学生に、都区

の相談機関を紹介するパン

フレット「もしもし、あのね」

（小学生）、「ガマンしない

で！」（中学生）を配布 
 

 
子どもの権利を守るため、引き続き相談事業を行う

とともに、パンフレット、カード等で区内小・中学生、

関係機関に相談窓口を周知し、虐待等の早期発見を図

る。 

 

１－２－２ 児童虐待防止ネットワークの充実 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・要保護児童対策地域協議会

代表者会議       1 回 

・実務者会議     10 回 

・個別ケース会議   19 回 

・児童虐待防止マニュアル

（関係機関用）作成 

3,500 部 
 

 
子どもの権利を守るため、児童虐待について関係機

関相互の情報交換及び状況把握に努め、実効的な連携

を図る。 

また、児童虐待防止マニュアルを作成し、周知を行

う。 
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１－２－３ 虐待発生予防事業 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・乳幼児健診時に子育てアン

ケートを実施 

・支援検討会開催   72 回 

・要支援者に支援計画に基づ

いた心理専門職による個別

相談実施       24 回 

・親支援グループ実施 

24 回 
 

 
養育力の不足した家庭を早期に発見し、支援が必要

な養育者や子どもの状況に応じた適切な対応を行うこ

とにより虐待の予防を図る。 

 乳幼児健診時に子育てアンケート及び支援検討会の

開催を予定している。要支援者に支援計画に基づき、

心理専門職による個別相談、心理専門職や保健師によ

る継続的な支援の実施を予定している。 

 

 

１－３ 障害児施策の充実 

   子どもの発達について不安がある場合の相談・療育体制を整備するとと

もに、保育園や育成室での障害児の保育などを実施していきます。 

   なお、文京福祉センターの療育部門については、対象児の拡大を視野に

入れ検討していきます。 

 

１－３－１ 療育相談の充実（障害者計画３－１－２重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・新規相談件数 90 件 

 
 文京福祉センターにおいて、教育センターをはじめ、

保健サービスセンター、医療機関等との連携を強化し、

障害の早期発見及び発達段階に応じた支援の充実を図

る。また、保育園や幼稚園への巡回相談を充実するこ

とにより、特別な配慮を要する子どもへの支援と職員

等の指導育成を図る。 
 

 

１－３－２ 児童デイサービスの充実（障害者計画３－２－４重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・利用者数    延 347 人 

・利用日数   延 2,688 日 

 
 文京福祉センター等において、障害児に日常生活に

おける基本的な動作の指導、集団生活・社会生活への

適応訓練等を行い、障害児の子育て支援を図る。 

・利用者数 一年度当たり  延 387 人 

・利用日数 一年度当たり 延 2,977 日 
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１－３－４ 保育園障害児保育（障害者計画３－２－１重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・受入れ児童数 24 人 

 

 
 保育に欠ける児童のうち、心身の発達に遅れがある

ことなどにより、保育の際に特別な配慮を要する児童

の健やかな発達を促進するため、区立保育園において

実施している。施設整備や保育士の研修を通し、ハー

ド・ソフトの両面におけるさらなる環境整備を行う。 

・受入れ保育園数 18 施設     
 

 

１－３－５ 育成室への障害児受入（障害者計画３－３－４重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・受入れ児童数 49 人 

 

 
 放課後家庭で適切な保育を受けることができない、

障害を持つ児童を育成室で受け入れ、必要に応じて学

年延長を行う。 

 指導員の障害児童についての知識等を深めるため、

研修や専門家による巡回指導を行う。また、個別指導

プログラムの作成、施設改修等、受入れ環境の整備と

充実を図る。 
 

 

１－３－６ 特別支援子育て事業（障害者計画３－３－３重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・登録者数   25 人 

・利用者数 延 340 人 

 
 特別な支援を必要とする児童の放課後の居場所対策

として、児童（小学生）を一時的に預かることにより、

保護者の負担感の軽減及び社会参加を促進し、子育て

を支援するため引き続き実施する。また、広報等によ

り、登録者・利用者の拡大に努める。 
 

 

１－３－７ 障害のある中高生の放課後居場所対策 

（障害者計画３－３－７重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・文京槐の会へ委託 

1 か所 

 
障害のある中高生の放課後の活動の場所を確保し、

日常生活上の指導を行うとともに、余暇活動の充実及

び障害児の家族の一時的な休息の支援を図る。 

 増加する利用希望に応えられるよう施設と連携を図

りながら、引き続き事業を進めていく。 

・施設数 2 か所（1か所増） 
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２ 子どもの生きる力、豊かな心の育成 

   次代を担う子どもたちが、様々な体験を通じて、他者を思いやる心や自

立心を養い、人間として成長していくことは重要です。そのために、保育

園、幼稚園や学校が連携し、成長過程にあわせた指導内容の充実を図りま

す。また、保育園、幼稚園や学校という場だけでなく、同年齢、異年齢の

子どもたちとふれあい、一緒に活動できる機会や場を子どもの目線で考え、 

確保していく必要があります。 

 乳幼児期、学齢期など子どもの発達に応じ、様々な機会や場を確保する

ことで、子どもの生きる力、豊かな心の育成に取り組みます。 

 

 

２－１ 青少年の健全育成 

   青少年の健全育成を推進するため、青少年育成プランの趣旨に基づく事

業の実施や放課後等の子どもたちの安全・安心な居場所の確保、青少年が

ボランティア活動に参加するための支援などを進めます。 

 

２－１－１ 文京区青少年育成プランの推進 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 青少年問題協議会では平

成 19 年度に実施した、ＩＴ

メディア実態調査結果に基

づき、区報特集号による広報

活動を行うとともに、ＩＴメ

ディアの安全、適切な活用の

推進を図るため、情報提供用

冊子の作成並びに保護者向

けの講演会、研修会を開催し

た。また、各団体へ活動資材

の貸出しや交通安全運動と

の連携により、子どもたちを

中心とした地域での「あいさ

つ・声がけ」を推進した。 
 

 
 平成 16 年に策定した「文京区青少年育成プラン」の

育成ビジョン・推進目標・推進項目に基づいて、青少

年問題協議会において施策を検討・実施し、より一層

の青少年健全育成の推進を図る。 

 また、青少年対策地区委員会においては、各地区の

行動計画に基づく事業を実施し、青少年健全育成の推

進を図る。 
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２－１－２ (仮)放課後全児童向け事業 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 各学校により状況は異な

るが、放課後の事業として、

授業終了後には、放課後遊

び、放課後子ども教室、放課

後オアシス（汐見小学校）を

行っている。また、土日休

日・長期休業には、こどもひ

ろばなどを実施している。 
 

 
 現在、行われている放課後事業の整理を行い、地域

の協力を得て、可能な小学校から順次、放課後の子ど

もたちの安全・安心な居場所として(仮)放課後全児童

向け事業を実施する。 

 

２－１－３ 児童館の整備及び運営 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・登録者数 16 館 

 25,585 人 
 

 
 耐震補強工事に合わせ、内装改修及び設備整備を行

う。 

 職員研修の内容の充実を図り、特色ある児童館事業

運営に努める。 

 また、(仮)放課後全児童向け事業の事業開始等に当

たり、必要な支援を行い、同事業の実施状況等を踏ま

え、児童館のあり方を検討する。 

・耐震改修工事実施予定 5 館 
 

 

２－１－４ 中高生の居場所の確保 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・児童館利用者数 

中学生 延 8,752 人 

高校生 延 1,059 人 

 

 
 地域の実情にあわせた中高生のための居場所確保に

努める。（中高生に対する情報提供や、相談事業の実

施) 

 また、地域で行っている中高生のリーダー育成に積

極的に協力していく。  
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２－１－７ ボランティア・市民活動センターへの支援 

（地域福祉の推進計画１－６－１重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・夏の体験ボランティア教

室参加者      119 人 

・学校へのボランティア学

習支援（指導員等派遣、紹

介）    派遣指導 33 件 

・学校向けボランティア活

動支援 

講師料等助成   10 校 

・教員向けボランティア研

修         28 人 
 

 
児童と青少年の社会参画により、さまざまな体験を

通じて地域社会に学び、豊かな心を育成できるような

環境づくりに努める。 

一年度当たり 

・夏の体験ボランティア教室 参加者 150 人 

・学校へのボランティア学習支援 

（指導員等派遣、紹介）       派遣指導 40 件

・学校向けボランティア活動支援（講師料等助成）  

12 校

・教員向けボランティア研修 30 人 

※ 教員採用数による。 
 

 

 

２－２ 子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備 

   小学校の低学年において複数担任制を実施するとともに、各学校の特色

にあわせて、少人数指導、ティーム・ティーチング、教科担任制などを実

施することにより、子どもたちの生きる力を育みます。 

   また、学校支援地域本部事業の推進などにより、地域全体で学校を支援

する体制を整えます。さらに、学校施設や教育情報環境を整備し、児童・

生徒の学習環境を向上させます。 

 

２－２－６ 総合教育相談事業（障害者計画３－３－１、３－４－５重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・教育相談室  

相談回数  5,703 回 

・子育て支援カウンセラー 

相談回数   2,031 回 

・スクールカウンセラー 

相談回数  12,404 回 

・適応指導教室  

在籍者数      18 人 

・メンタルフレンドの派遣 

26 回 

・巡回相談員の派遣 

 124 回 
 

 
 各相談員やカウンセラーの人材確保と専門性の向上

に努めるとともに、相談件数の増加への対応として、配

置や相談時間の検討を行う。また、ふれあいサポート事

業、スクールソーシャルワーカー事業を開始し、不登校

児童生徒や養育困難家庭への支援を図っていく。さら

に、各事業間の連携内容を充実させ、より効率的に専門

性の高い相談･支援を実施していく。 

一年度当たり 

・教育相談室相談回数       5,700 回 

・子育て支援カウンセラー相談回数 2,500 回 

・スクールカウンセラー相談回数  14,000 回 

・適応指導教室在籍者数        30 人 

・メンタルフレンド等の派遣     100 回 

・巡回相談員の派遣         120 回 
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２－２－７ 学校施設の整備 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 平成 19 年度に引き続き音

羽中学校の建設工事を行い、

新たに運動場の設計を行っ

た。 
 

 
 教育活動の充実を図るため、学校施設の大規模改築を

はじめ、校庭改修や給食室整備、各種設備整備等、順次

計画的に進めていく。 

 

２－２－８ 教育情報環境整備 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・中学校 11 校及び岩井学園

に教務用パソコン（校長・副

校長を除く教職員）を新規設

置        計 177 台 

・幼稚園   計 10 台更新 
 

 
 コンピュータの借上げ・保守を継続するとともに、契

約更新時には、機種のレベルアップ等充実を図ってい

く。 

 

２－２－９ 学校支援地域本部事業 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・学校支援地域本部事業実施 

小学校 6 校 

 
地域ぐるみで子どもを見守り育てるため、地域全体で

学校を支援する体制を整備することにより地域の教育

力の活性化を図り、教育環境を充実する。 

 地域住民の教育力（経験や知識・技能）を活用する機

会とし、その活性化を図るため、事業の成果や実績を積

極的にアピールし、区内全域で各地域の実情に応じた本

事業を実施することを目指す。 
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２－３ 家庭や地域の教育力の向上 

  家族のふれあいを深めるための啓発や、子ども向けの楽しみながら学べ

る各種講座、スポーツやレクリエーション事業、ブックスタート事業など

を通じて、家庭や地域の教育力の向上を図ります。 

 

２－３－１ 家庭のふれあいの推進 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 文京区「家庭の日」の啓発

品を作成し、文京区青少年対

策地区委員会9地区合同行事

「文の京こどもまつり」や各

地区行事等で配布し、啓発に

努めた。また、文京区青少年

対策地区委員会が実施する

「家庭の日」啓発事業に対す

る補助を行った。 
 

 
も基本的な人間形成の場である家庭の意義を見直

し、家族のふれあいやきずなを深めるため、毎月第２日

曜日を文京区「家庭の日」と定め、啓発品の作成、区ホ

ームページによる啓発を行うとともに、文京区青少年対

策地区委員会が実施する「家庭の日」啓発事業に対する

補助を行う。 

 

２－３－２ ブックスタート事業 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・実施数 親子 1,300 組 

 

 
保健サービスセンターで行われている４か月児健診

時に、図書館職員がブックスタートパックを配布し、絵

本の読み聞かせ方の説明と、図書館の案内を行う。絵本

を介して親子のふれあいを深め、親子の健全なかかわり

を育む子育て支援の一助とする。 

 また、指定管理者と連携して、乳幼児期からの読書環

境や読書活動の一層の充実を図るとともに、成長に伴っ

た読書活動を推進していく。 
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２－４ 特別支援教育の充実 

  特別支援教育コーディネーター（教員）を中心として、きめの細かい指導

を充実させるとともに、特別支援教育支援員を小・中学校全校に配置し、バ

リアフリーパートナーとも協力しながら、発達障害を含む障害のあるすべて

の児童・生徒の学習支援や自立促進を目指します。 

 

２－４－２ 幼稚園特別保育（障害者計画３－２－２重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・対象園児 27 人 

 

 
 区立幼稚園において、特別な支援が必要な幼児が集団

の中で生活することを通して、幼稚園教育の機能や特性

を活かしながら、その幼児の発達を促していくことを目

的として特別保育を実施する。 

 支援が必要な園児の入園後の支援体制をより充実さ

せることにより、就園後の園児の発達を促すとともに、

その支援が小学校就学へとつながるシステムを整備す

る。 
 

 

２－４－３ 就学前相談体制の充実（障害者計画３－２－３重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・就学相談   

  幼稚園    35 件 

  小学校    42 件 

  中学校    26 件 

・転学・転級相談  7 件 
 

 
 特別な支援を必要とする児童･生徒の就学相談におい

て、個々のニーズに応じた適切な支援を行うため、就学

相談委員会の円滑な運営を目指す。 

 また、小・中学校との連携を強化して相談体制の整備

に取り組み、福祉センターでの学校見学会への同行や卒

園児の保護者を交えての就学説明会等のさらなる充実

を図る。 
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２－４－４ バリアフリーパートナー運営（障害者計画３－３－５重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 幼稚園、小学校、中学校に

おいて、児童・生徒への支援

を大学生やＮＰＯ法人等と

協働で行った。 

・幼稚園  6 園 

・小学校 13 校 

・中学校  4 校 

 小・中学校では、特別支援

教育支援員を補う役割を担

った。 
 

 
特別支援学級に在籍する園児･児童･生徒、また、通常

学級に在籍するＬＤ＊・ＡＤＨＤ＊・高機能自閉症＊等の

園児･児童･生徒に対する介助や支援を学生やボランテ

ィア（バリアフリーパートナー）と協働で行い、障害の

ある園児･児童･生徒一人ひとりが個々のニーズに応じ

て適切な教育が受けられる体制を整える。 

 特別支援教育支援員等との連携等を推進し、より充実

した支援を図るとともに、広報等を利用した周知を行う

ことにより、ボランティアの確保を図る。 

 

２－４－５ 特別支援教育の充実（障害者計画３－３－２重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・配置数 全小･中学校 

小学校 20 校 

中学校 11 校 

 
文京区教育改革区民会議 終答申「特別支援教育の

推進に向けて」を踏まえ、区立小学校及び中学校に特

別支援教育支援員やバリアフリーパートナーを配置

し、児童・生徒への支援を行うことにより、「教育上特

別の支援を必要とする児童・生徒」に対して「障害に

よる学習上又は生活上の困難を克服するための教育を

行うものとする」という特別支援教育のさらなる充実

を図ることを目的とする。 

特別支援教育支援員、バリアフリーパートナーが、学

校内でより有効に活用されるために、学校への指導・助

言、研修による教員の指導力向上、制度の整備等を進め

ていく。 
 

  

 

________________________________________________________________________________ 
＊ ＬＤ 学習障害のこと。基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、

書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状

態を指すもの 
＊ ＡＤＨＤ 注意欠陥／多動性障害のこと。年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力や衝動性、

多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの 
＊ 高機能自閉症 ①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関

心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の

遅れを伴わないもの 

（文部科学省ホームページより抜粋） 
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３ 地域における子育て支援 

   核家族化や都市化の進展などにより、子育てに心理的な不安や負担を感

じている保護者が少なくありません。地域で安心して子育てができるよう、

子育てについて豊かな知識・経験を有する地域の人材を活かすことや、Ｎ

ＰＯ、大学などと連携して子育てを支援していくことが重要です。 

   区としても、そうした地域における子育て支援が促進されるよう、場の

提供やきっかけづくりなどに取り組んでいきます。 

 

   

３－１ 地域の人材活用 

   地域の中でお互い助け合いながら子育てについての相談や支援ができ

るよう、様々な団体等による相談援助活動やファミリー・サポート・セン

ター事業などを進めます。 

 

３－１－２ ファミリー・サポート・センター事業 

（地域福祉の推進計画１－１－１重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・センター数 1 か所 

・提供会員  184 人 

・依頼会員 1,743 人 

・両方会員   39 人 

 
 子育ての援助を受けたい区民と子育ての援助を行い

たい区民が会員となり、地域の中でお互いに助け合いな

がら子育てをする短期的、補助的な会員組織の相互援助

活動を行う。 

提供会員の拡大のため、ＰＲを行いながら引き続き実

施する。 

・センター数 1 か所 
 

 

 

３－２ 民間レベルの活動支援 

   育児をサポートする団体や医師会など様々な団体により、子育て支援の

ための活動が行われています。こうした活動に対して、区としても支援を

行っていきます。 

 

３－２－１ ふれあいいきいきサロン事業への支援 

（地域福祉の推進計画１－１－１重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・サロン数     50 か所 

（うち子育てサロン  

8 か所） 

・参加者数  3,016 人 
 

 
 外出の機会の少ない高齢者、障害者、子育て中の親子

などが地域で安心して暮らしていけるよう、住民同士の

支え合い活動である「サロン」を支援し、見守り、支え

合い活動を深める。 

・サロン数 全 80 か所 
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３－３ 仲間作りの支援・場の提供 

   地域の中には、孤立した子育てをしている保護者もいます。そうした人

たちが少しでも安心して子育てができるよう、仲間づくりのきっかけをつ

くるための場の提供やアドバイスなどの支援を行っていきます。 

 

３－３－１ 子育てステーション 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 区立保育園18園において、

保育園が持っている子育て

のノウハウを活かした、子育

てに関する相談や情報提供

を行っている。 

 また、保育園の地域開放を

進めるとともに、保護者同士

の交流、親子で楽しく過ごす

場の提供、子育て相談など、

子育て支援の核としていく。 
 

 
 子育ての仲間づくりを行うとともに、子育ての悩みや

不安を軽減するため、より多くの親子が参加できるよう

内容の充実を図る。 

・参加者 一年度当たり 延 5,400 人 

 

３－３－２ 乳幼児プログラム 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 乳幼児を対象に、子どもの

成長を応援する活動や身体

測定等及び専門講師を招い

てのリトミック＊活動等を実

施した。また、平成 20 年度

に乳幼児向け備品の充実を

図った。 
 

 
 児童館において行う利用者のニーズにあわせた幼児

プログラムのさらなる充実(父親が参加しやすいプログ

ラムの実施等)や、子育て相談事業など、親の子育てを

支援する事業の充実を図る。 
    

 

３－３－３ 幼児クラブ 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・登録児童数     731 人 

・指導児童数    

延 17,976 人 

・１日平均参加者  417 人 
 

 
 ２歳児を対象に、全 16 児童館において木曜日の午前

中に実施している。子育て支援サービスを提供するた

め、利用者のニーズにあわせた幼児クラブ活動プログ

ラムの内容の充実を図る。 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 
＊ リトミック スイスの作曲家エミール・ジャック・ダルクローズ（1865〜1950）が考案し

た音楽教育。感覚的成長が著しい幼児期・学童期に心で感じたことを、身体を使って表現する

ことで心と体の協調・調和を作り出そうとするもので、全身でリズムや音を感じ取り、演奏し

たり行動表現したりする。 
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３－４ 健全育成活動への支援 

   区内では青少年対策地区委員会をはじめ、様々な団体により子どものた

めの健全育成活動が行われています。こうした活動を支援するとともに、

子どもたちの中から、次の世代へと活動を継続し、活性化していけるよう

なリーダーを育成していきます。 

 

３－４－１ 青少年対策地区委員会への支援・連携 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
青少年対策地区委員会（9 地

区）への活動支援 

・補助金交付（健全育成支援

事業・家庭の日啓発事業・環

境浄化推進事業） 

・九地区合同行事「文の京こ

どもまつり」共催 

・会長会開催    3 回 

・地区連絡会開催  2 回 

・研修会      1 回 
 

 
 青少年対策地区委員会（９地区）への活動支援を行

うとともに、平成 22 年度に策定する青少年対策地区委

員会行動計画に基づき、地域の特性や社会情勢、地域

住民のニーズに即した青少年健全育成事業を実施す

る。 

 

３－４－２ 青少年の社会参加と青年育成事業の推進 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
補助件数 

・社会参加推進事業 4 事業 

・青年育成事業   1 事業 

 
 青少年が社会性を身につけるとともに、地域社会で

活動するための知識等を得る機会をより多く提供する

ため、ＮＰＯ等が実施する社会参加推進事業並びに青

年育成事業に補助を行う。また、参加を促進するため

ＮＰＯ等の特性を活かした事業を実施団体に求めてい

く。 
 

 

３－４－３ 青少年リーダー・指導者の育成 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 区内の高校生から 25 歳程

度までの青少年を対象とし

て、青少年リーダー育成事業

が行われている。 
 

 
 青少年の健全育成を推進するため、青少年リーダー

育成事業を青少年委員会に委託している。 

青少年リーダー及びボランティア活動認証制度の参

加者を毎年増加させる。 
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４ すべての子育て家庭への支援 

 仕事と出産・子育ての二者択一を迫られるのではなく、希望すれば仕事

を続けながら子育てができるよう保育環境を整えていくことが大切です。 

   また、専業主婦（夫）家庭では、地域コミュニティの希薄化などにより

身近なところに気軽に相談できる人がなく、地域で孤立している場合もあ

ります。 

   すべての家庭が安心して子育てができるよう、保育環境の充実を図ると

ともに、子育てに伴う心理的な負担や経済的な負担を軽減するための取組

みを進めます。 

   なお、今後、新たな公共施設を計画する際には、緊急時に子どもを泊り

がけで預けることのできる施設を併設する方向で検討していきます。 

 

 

４－１ 保育の充実 

   子育てと仕事との両立を支援するため、保育園や育成室の整備を図るほ

か、東京都認証保育所の誘致及び運営補助にも引き続き取り組んでいきま

す。また、一時的な保育需要に対応するための一時保育や病児・病後児保

育の拡充を図ります。 

   さらに、保育士や育成室指導員などに対する研修等を通じ、保育の質の

向上を図ります。 

 

４－１－１ 子育て支援ホームヘルパー派遣事業 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 

―――――――― 

 
生後から満１歳未満の児童の保護者が、病気や通院、

育児疲れによるリフレッシュ等により保育ができない

ときに、保護者の精神的・肉体的負担の軽減を図り、

安心して子育てできるよう、ベビーシッターを派遣す

る。 
 

 

４－１－２ 区立保育園の整備及び定員改定 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 本駒込西保育園の耐震補

強工事を実施 

・定員の拡充 7 人増 

 

 
 １年に１施設の耐震補強工事を実施し、定員の拡充

を行う。また、既存施設においても、児童の安全な生

活空間の確保を考慮した上で、保育室の面積上、可能

な場合は、定員の拡充をあわせて実施する。 

・耐震工事実施園数  5 施設 

・既存園の定員拡充 93 人 
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４－１－４ 保育園延長保育 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・延長保育 

公設公営   18 園 

公設民営園  2 園 

私立     6 園 

（うち分園 1 園） 

・延長保育スポット利用 

公設公営   18 園 

利用件数 9,076 件 
 

 
 保護者の勤務時間（通勤時間を含む）等の都合によ

り、常に午後６時 15 分から午後７時 15 分までの間、

保育に欠ける１歳児クラス以上の児童を対象に、１時

間の延長保育を実施している。また、延長保育の一形

態として、一時的に児童の引取りが遅くなる場合に限

定した延長保育スポット利用の制度を実施している。 

認可保育園の誘致予定に伴い、延長保育実施園の増

を行う。 

・実施園数 28 園（2園増） 
 

 

４－１－５ 区立保育園年末保育 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・実施日  

12 月 29 日、30 日 

・実施園数  3 園 

・利用人数 77 人 

 
 保護者の就労等により、年末の保育園休園期間中に

保育を必要とする児童を対象に年末保育を実施する。 

利用者の利便性及び利用申込数から、現行の３園（１

日あたり 1園 30 人定員）での実施が適当であるが、今

後需要を踏まえて、必要性が高くなった場合は拡充す

る。 

・実施園数 3 園 
 

 

４－１－６ 家庭福祉員 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・保育ママ数 10 名 

 

 
 保護者が就労のため保育できない生後５週間以上３

歳未満の乳幼児を、保育士等の有資格者で育児経験の

ある区民を家庭福祉員（保育ママ）として、区が認定

し、自宅で３人まで保育する。 

乳児の保育需要が高いことから、家庭福祉員の増員

を行う。 

・保育ママ数 12 人 

（平成 21 年度の認定 9人から 3人増） 

・定員 36 人（9人増） 
 

 

４－１－７ グループ保育室運営 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
平成 21 年より実施 

 
後楽幼稚園内にグループ保育室を設置し、再任用職

員（保育士）により、０・１歳児保育（定員 10 人）を

実施する。 

保育時間の延長とともに、定員増・保育年齢の拡大

を行う。 

・定員 12 人（2人増）（2歳児保育実施） 
 



 

 60

４－１－９ 一時保育 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・施設数      2 か所 

・利用者数    延 4,490 人 

目白台一時保育所 

      延 2,269 人 

キッズルーム 

延 2,221 人 

 

 
 育児疲れによるリフレッシュや学校・幼稚園等の行事

参加など多様な保育需要に対応するため、区設の認可外

保育施設として、キッズルーム目白台とキッズルームシ

ビックを運営し、保護者の社会活動へ参加する機会を増

やす。キッズルームシビックの施設を拡充し、長時間保

育に対応するため、利用時間等の見直しを図る。 

 また、緊急一時保育の利用率と実施園の場所のバラン

スを考慮し、区立保育園でリフレッシュ一時保育事業を

実施する。 

・一時保育事業 施設数          2 か所 

・リフレッシュ一時保育事業 実施保育園数  6 園 

・利用人数 一年度当たり 

一時保育事業           延 7,824 人 

リフレッシュ一時保育事業     延 1,664 人 
 

 

４－１－１０ 病児・病後児保育 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・病後児保育施設数 1 施設 

・利用人数 延 813 人 

 
 病気により、集団保育の困難な児童を一時的に預か

り、保護者の就労等を支援する。また、対象を病気回

復期の児童から、病気の回復期に至らない児童まで拡

大し、委託施設を 1施設から 2施設に増やす。 

・病児・病後児保育施設数 2 施設（１施設増） 

・利用人数 一年度当たり 延 2,265 人 
 

 

４－１－１１ 区立幼稚園の預かり保育 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 平成 21 年度より実施 

 

 
保育園待機児緊急対策を受け、また、区立幼稚園に

おける保育内容の充実を図る観点から、区立幼稚園全

園（10 園）において、在園児を対象に長期休業期間中

（夏休み等）を含め、預かり保育を実施している。 

保護者が必要に応じて利用できる一時預かり保育も

実施しており、今後、利用者の増を図るため、より一

層の周知を行う。 

・利用者数 一日当たり 175 人 
 

 

 

 

 

 

 



 

 61

４－１－１２ 認証保育所の誘致及び運営補助 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・新規開設整備 

認証保育所（Ａ型） 2 園 

 

 
認可保育園では応えきれない都市型保育ニーズに対

応するため、東京都が独自の基準で認証する認証保育

所の充実を図る。区の内外を問わず、認証保育所に対

して運営の補助を行うことで、良好な保育環境の維持

を図っている。 

待機児童数の動向を見ながら、認証保育所の誘致を

図る。 

・認証保育所数 12 園（4園増） 

・定員増    128 人 
 

 

４－１－１３ 認可保育園等の誘致 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 

―――――――― 

 
 待機児童数の動向を見ながら、認可保育園等の誘致を

図る。 

・私立認可保育園数 8 園（2園増） 

・定員増         110 人 
 

 

４－１－１４ 育成室の整備及び運営 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・指導員及び非常勤職員を対

象とした研修の実施 7 回 

・受入れの拡大 6 室 50 名 

 

 
 保護者の就労等により、放課後家庭で保育が受けら

れない児童に対し、指導員が遊びと生活指導を通じて

子どもの成長を支援する。 

職員研修の充実を図り、特色のある事業運営に努め

る。また、耐震補強工事にあわせ、内装改修及び施設

整備を行うとともに、開設等も含め、検討を行う。 

・育成室数 31 室（5室増） 
 

 

４－１－１５ 民間事業者誘致による小学生の受入れ 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 

 

―――――――― 

 

 
 保護者の就労形態の多様化や長時間就労などの理由

により、区立育成室では保育ニーズに応えられない時

間延長を希望する家庭、また、家族の介護や病気等に

より、緊急的、一時的に保育に欠ける状態にある家庭

に対し、軽食等の提供サービスができる民間事業者等

を誘致し、小学生の受入れを行う事業を支援する。 

・区内誘致数 １か所 
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４－１－１７ 第三者評価制度の利用促進 

（地域福祉の推進計画１－４－３重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・補助件数      11 事業者 

うち認証保育所Ａ型 

       2 事業所 

 
 福祉サービスを提供する事業者が、都・区の第三者

評価事業を受けることを支援し、福祉サービスの質の

向上に資する。 

・受審事業所数 全認証保育所（Ａ型・Ｂ型） 
 

 

 

４－２ 子育てに伴う心理的負担の軽減 

   子育てに不安を感じたり、身近なところに相談できる人がいないなど、

子育てに心理的な負担を感じている人が少なくありません。こうした心理

的な負担を少しでも軽減するため、気軽に相談やアドバイスが受けられる

場を設けていきます。 

 

４－２－１ 子ども家庭支援センター事業 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・相談件数（専門相談含む） 

延 1,353 件 

・親子ひろば利用者  

延 12,879 人 

・子育て支援講座開催 

19 回 344 人 

・関係機関との連絡調整会議 

27 回 

・親子ひろば行事開催 

27 回 延 680 人 

・育児支援ヘルパー事業派遣 

31 家庭延 916 回 

・養育家庭体験発表会開催 

1 回 47 人参加 
 

 
家庭における子育て及び子どもの健全な育成を支援

することにより、区民が安心して子どもを産み育てる

ことができ、かつ、子どもが健やかに成長し自立でき

る環境を形成する。 

相談員の相談スキルのアップとスーパーバイズによ

り相談事業を充実する。 

また、子育て支援講座及び親子ひろば事業を充実し、

子育て家庭の孤立化の防止と仲間づくりを促進する。 

さらに、子育て関連機関との連携を強めるとともに、

育児支援ヘルパーを派遣し、要支援家庭への支援を行

う。 
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４－２－２ 子育てひろば事業 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・ひろば数     2 か所 

・登録者数   1,974 人 

・利用者数 延 42,936 人 

 
 保護者と就学前の乳幼児が一緒に安心して遊べる場

を提供するとともに、親同士の情報交換や、指導員に

よる子育てに関する助言、相談を行い、保護者を支援

する。 

施設の設備や備品の改善に努め、利用しやすい環境

整備を図る。 

 また、地域バランスに配慮しながら、ひろばの増設

を検討する。 

・ひろば数 4 か所（2か所増） 

・登録者数  3,300 人 

・利用者数  一年度当たり  延 70,500 人 
 

 

 

４－３ 子育てに伴う経済的負担の軽減 

   子育てには、保育、教育、医療など様々な費用が必要となります。安心

して子育てができるよう、家庭の状況に応じて、保護者の経済的な負担の

軽減を図っていく必要があります。 

 

 

４－４ 子育て情報提供の充実 

   子育てに係る各種サービスがあっても、それが子育て世帯に周知されて

いなければ利用に結びつきません。区や区内団体が実施しているサービス

についてもわかりやすく区民に情報提供していくことが重要です。 

 

４－４－１ 子育てガイド 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・印刷部数 4,000 部 

・配付時期 

母子健康手帳交付時 

 
 妊娠中から子育てに関する情報を周知し、地域から

孤立しやすい乳幼児期の子育て中の保護者を支援する

ため、母子健康手帳交付時に、困ったときの相談窓口、

地域の仲間づくりや子育てに関する情報について、よ

りわかりやすく見やすい子育てガイドを作成し配付す

る。 

 また、配付時期を母子健康手帳交付時の１回から、

母子健康手帳交付の時と３歳になった時の２回に増や

すことを検討する。 
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４－５ 仕事と生活の調和に向けた啓発 

   仕事と生活の調和を図るため、育児休業や短時間勤務などの制度が法的

に整備されてきています。こうした制度を利用して、男女を問わず仕事と

生活の調和が図れるよう、区民や事業者に向けた啓発活動を行っていきま

す。 

 

４－５－１ 男女平等参画啓発事業 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・セミナー開催 

東京しごと財団、お茶の

水学術事業会と共催 

3 シリーズ 7回 

単独  1 シリーズ 2回 

・啓発誌発行      1 回 
 

 
 固定的な性別役割分業意識にとらわれず、女性も男

性も各人の個性と能力を発揮できる男女平等参画社会

を目指し、セミナーの実施、啓発誌の発行等を通して

意識啓発を行う。また、幅広い世代を対象に事業内容

の充実を図る。 

 

 

４－６ ひとり親家庭への支援 

   ひとり親家庭に対しては、生計の維持を図るとともに子育てに対する支

援が必要となります。このため、母子家庭の自立支援のための施策や経済

的な支援を行っていきます。 

 

４－６－１２ 住み替え家賃助成（ひとり親世帯） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・家賃助成 

8 戸（新規 5戸、継続 3戸） 

 

 
 民間賃貸住宅に居住するひとり親家庭が、取壊し等

による立退き要求又は住環境改善のため区内の民間賃

貸住宅に住み替える場合に、家賃の差額、礼金、仲介

手数料及び移転費用の一部を助成することにより、居

住の確保を図る。 

・住み替え家賃助成 一年度当たり 5 戸程度 
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４－７ 障害児のいる家庭への支援 

  障害児のいる家庭に対しては、短期保護や緊急一時介護委託費助成など

の事業を実施し、子育てを支援していきます。 

 

４－７－１ 短期保護（障害者計画１－１－１７重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・利用時間数 12,078 時間 

・利用者数   延 581 人 

 
心身障害者・児の介護にあたっている家族が、疾病・

事故・冠婚葬祭・出産・休養・学校行事等の理由で介

護を行うことが困難な場合に、家族に代わり時間単位

で保護を行い、介護者の負担軽減を行う。 

・総利用時間数 一年度当たり 16,900 時間 

・利用者数   一年度当たり 延 728 人 
 

 

４－７－３ 緊急一時介護委託費助成（障害者計画１－１－１５重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・実利用者数    23 人 

・利用回数   延 304 回 

 

 
心身障害者（児）を日常的に介護している家族が冠

婚葬祭等の理由により一時的に介護を行うことが困難

となった場合に、心身障害者（児）の家族等での介護

委託に要した費用を助成し、在宅生活の支援を図る。 

・実利用者数 一年度当たり 25 人程度 
 

 

４－７－１１ 住み替え家賃助成（障害者世帯）（障害者計画１－２－２重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・家賃助成  

1 戸（継続 1戸） 

 

 
 民間賃貸住宅に居住する障害者世帯が、取壊し等によ

る立退き要求又は住環境改善のため区内の民間賃貸住

宅に住み替える場合に、家賃の差額、礼金、仲介手数料

及び移転費用の一部を助成することにより、居住の確保

を図る。 

・住み替え家賃助成 一年度当たり 2 戸程度 
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４－８ 良好な居住環境の確保 

   子育て世帯に対しては、住み替え家賃助成などを行い、居住環境の向上

を推進していきます。 

 

４－８－３ 住み替え家賃助成(子育てファミリー世帯） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・家賃助成 87 戸 

（新規 33 戸、継続 54 戸） 

 

 
 民間賃貸住宅に居住する子育てファミリー世帯が区

内のより良質な民間賃貸住宅に住み替える場合に、転居

経費（引越費用・礼金・仲介手数料）の一部及び住み替

え後の家賃の一部を助成することにより、居住環境の向

上と安定を図る。 

・住み替え家賃助成 一年度当たり 新規 40 戸程度 
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５ 子どもを守る安全・安心なまちづくり 

   子ども自身や子ども連れの保護者、妊産婦をはじめ、すべての人が地域

で安全で快適な生活を送ることができるよう、文京区福祉環境整備要綱に

基づき、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた、人にやさしいまち

づくりを進めていきます。 

   また、子どもを交通事故や犯罪から守るとともに、非行を防止する観点

から、警察、学校、地域などと連携して、子どもの安全を守る活動を実施

していきます。 

 

 

５－１ 青少年のための地域環境の整備 

   青少年の健全育成を阻害する恐れのある地域環境を良くしていくために

は、地域の大人の見守りや協力が不可欠です。このため、学校・地域が連

携して青少年を守る活動などを継続して行っていきます。 

 

５－１－１ 非行防止・更生保護の推進 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・東京ドーム周辺広報啓発活

動      参加者 594 人 

・文京区社会を明るくする大

会      参加者 367 人 
 

 
毎年７月の「社会を明るくする運動強調月間（法務省

主唱）」「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間（内

閣府主唱）」を機に、青少年の非行防止と健全育成並び

に罪を犯した人たちの更生について理解を深め、すべて

の人々がそれぞれの立場で力をあわせ、犯罪や非行のな

い明るい社会を築いていくための広報啓発活動を展開

していく。 

 関係 27 団体で構成する文京区社会を明るくする運動

推進委員会を中心に、より効果的に運動の趣旨に対する

啓発活動を推進していく。 
 

 

５－１－２ 環境浄化推進運動 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 青少年対策地区委員会（9

地区）が実施する環境浄化推

進活動事業に対し補助を行

った。また、東京都に対し東

京都青少年健全育成協力員

の推薦を行うとともに、図

書・ビデオ取扱店、放送関係

事業者団体等に対し、不健全

図書類の販売等についての

自主規制を要請した。 
 

 
 青少年健全育成のため、引き続き青少年対策地区委員

会が実施する環境浄化推進活動事業に対する補助や、不

健全図書類の販売状況調査、自主規制要請を行い、地域

環境の浄化に努める。 
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５－２ 安心して外出できる環境の整備 

   文京区福祉環境整備要綱に基づき区内の公共的性格を有する各種施設を

容易に利用できるよう整備・改善等の指導を行うとともに、道路、公園、

公衆便所等の社会基盤のバリアフリーを進めます。 

 

５－２－１ 道のバリアフリーの推進（地域福祉の推進計画１－３－２重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
改善箇所  計 1,679 か所 

・歩道巻込み部等の段差・勾

配の改善     858 か所 

・歩道内の障害物（電柱等）

移設・撤去    286 か所 

・視覚障害者用誘導ブロック

の改良      491 か所 

・その他     44 か所 
 

 
道路工事にあわせて歩道の拡幅、段差解消、勾配の改

善等を行うとともに、通行に支障となる電柱の移設など

各管理者へ要請する。また、段差、勾配等の障害を重点

的に改善すべき箇所については、個別に整備を進めてお

り、歩車道の改良によるバリアフリー工事を路線として

整備するほか、個別に視覚障害者用誘導ブロックを改良

する等の整備を合わせ、累計 2,879 か所の改善を行う。

・整備か所数 一年度当たり 200 か所程度 

 

５－２－３ 公園のバリアフリーの推進（地域福祉の推進計画１－３－３重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・整備済園数   

公園   27 園 

児童遊園 39 園 

遊び場  1 園 
 

 
 既設の公園・児童遊園・遊び場をバリアフリー新法に

合った整備を実施し、高齢者や身体障害者など、だれも

が憩える公園とする。 
 

 

５－２－４ トイレのバリアフリーの推進（だれでもトイレづくり） 

（地域福祉の推進計画１－３－４重複記載） 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・整備済か所数 5 か所 

 

 
高齢者や身体障害者、子ども連れの親子など、幅広

く利用できるようなトイレを設置する。既存施設の建

替えや内部改修を行いバリアフリー化し、オストメイ

ト設備、フィッティングボード、ベビーベッド等を設

置する。 

・｢だれでもトイレ｣設置数 5 か所（年 1か所整備予定）
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５－３ 児童の安全の確保 

   子どもを犯罪から守るため、被害防止対策を推進するとともに、交通安

全教育や安全・安心なまちづくりなどに取り組んでいきます。 

  

５－３－１ 犯罪の被害防止対策の推進 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
 区立小学校ＰＴＡの協力

により、子ども 110 番ステッ

カー貼付場所の調査を行い、

協力者名簿を更新し、協力者

名簿を区立小学校及びＰＴ

Ａと区内４警察署に配布す

るとともに名簿に基づき見

舞金保障制度に加入した。 

また、区立及び区内国立、

私立小学校1年生全員に啓発

用のステッカーを配布し、子

ども110番制度の周知に努め

た。 

・協力者数（区施設を含む） 

1,741 件 
 

 
子どもが事件に遭遇した際、緊急に避難できる場所

を確保するとともにその目印として子ども 110 番ステ

ッカーを掲示する。 

 区立小学校ＰＴＡ連合会や区内警察署等と連携を図

り、事業の周知・充実に努めていく。 

 

５－３－２ 安全・安心なまちづくり 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
区職員で構成されている

文の京地域安全パトロール

隊と、区民ボランティアによ

る自主防犯パトロール隊（４

隊）により青色防犯パトロー

ル車運行を行った。 

・安全・安心まちづくり協議

会開催         2 回 

・まちづくりリーダー養成講

座           3 回 
 

 
文京区安全・安心まちづくり条例に基づき、文京区の

地域における犯罪や事故等の発生を予防し、安全で安心

して暮らせるまちづくりを推進するための事業を実施

する。 

・「文の京」安全・安心まちづくり協議会の開催  

20 回 

・自主防犯パトロールへの支援      40 団体 

・安全・安心まちづくり推進地区の指定   4 団体 

・防犯パトロール用資器材の貸出          750 着 
 

 

５－３－３ 安全・安心な公園づくり 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・公園・児童遊園等の夜間及

び土休日の巡視    221 日 

 

 
公園等の夜間及び土・日・祝日の巡回を行い、安全で

安心な公園等を区民に提供する。  

・公園等巡視 年 220 日 
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５－３－４ 安全・安心な学校づくり 

現況（平成 20 年度末） 目標(本計画期間内) 
 
・交通安全確保のための通学

路設定 

・小学校における不審来校者

に対応するための受付業務

委託 

・小学校ごとの取組みである

スクールガード活動への支

援 

・学校・幼稚園情報メール配

信等による、緊急情報等の迅

速かつ的確な伝達 

・犯罪被害の未然防止と防犯

意識向上のための防犯ブザ

ー支給 
 

 
 子どもの被害防止対策及び防犯意識の向上を図るた

め、学校の安全に配慮した整備を行うとともに、保護者

や地域と連携した安全対策を講じる。 

 さらに、全小学校において地域安全マップを作成し、

毎年見直しを行うことにより、安全・安心な学校づくり

の一助とする。 

 

 




