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アウトカム体系図　【１－１　子育て支援】

再掲

健康推進 子家セ 子家セ 子家セ 子育て支援

再掲

健康推進 子家セ 子家セ 子育て支援他 子育て支援

再掲

健康推進 子家セ 教育総務 子育て支援 子育て支援

再掲

保健サ 保健サ 子育て支援他 子育て支援他 児童青少年

再掲

保健サ 教育セ他 子育て支援 子育て支援 福祉政策

再掲 再掲
子育て支援他 子育て支援 子育て支援 都市計画

再掲 再掲 再掲

生活福祉 幼児保育 幼児保育 道路

再掲

保健サ 幼児保育 道路

再掲

保健サ 幼児保育

生活福祉 幼児保育

再掲
子育て支援他 幼児保育他

幼児保育

幼児保育

学務他

学務

教育指導

児童青少年

児童青少年

再掲

教育セ他

子育て支援

児童青少年

ぶんきょうハッピーベイビープロ
ジェクト

文京区版ネウボラ事業

母子生活支援施設保護事業

乳児家庭全戸訪問事業（こんにち
は赤ちゃん訪問事業）

子育て情報提供事業

子育てひろば事業

地域団体による地域子育て支援
拠点事業

文京版スターティング・ストロング・
プロジェクト

地域全体で子育てしやすい環境
をつくっている

子育てひろば事業

地域子育てステーション

私立認可保育所の開設を中心とし
た待機児童対策

妊娠・出産に向けて区民が不安
なく健康的に暮らしている

子どもたちの育ちが守られ、健や
かに成長している

子育て家庭が抱える子育ての負
担や悩みが軽減している

児童相談所設置に向けた検討

乳幼児家庭支援保健事業

子ども家庭相談事業

母親・両親学級の実施

子ども家庭相談事業特定不妊治療への支援

児童虐待防止対策事業

妊婦健康診査

子どもの貧困対策

子育て家庭が、ニーズに合った子
育て支援サービスを選択できてい
る

親子ひろば事業

地域団体による地域子育て支援
拠点事業

保育園障害児保育

地域子育てステーション

親子ひろば事業

家庭教育支援の推進

将来像

地域の思いやりにあふれた「おせっかい」の輪の中で、みんなが楽しく育ち合えるまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ) 中間アウトカム(Ｄ) 中間アウトカム(Ｅ)

子どもの貧困対策

文京区版ネウボラ事業

幼稚園特別保育

育成室の整備拡充

育成室への障害児受入れ

区立幼稚園の認定こども園化

区立幼稚園の預かり保育

多様な保育サービス事業の実施

文京区版幼児教育・保育カリキュ
ラムの実践と検証
区立お茶の水女子大学こども園
の運営

青柳保育園改築

母子家庭等自立支援事業

民間学童クラブ（都型学童クラブ）
による小学生の受入れ

ベビーシッターの派遣による子育
て支援

ファミリー・サポート・センター事業

子育てサポーター認定制度

文京版スターティング・ストロング・
プロジェクト

病児・病後児保育事業

ふれあいいきいきサロンへの助成

一時保育事業

ショートステイ・トワイライトステイ
事業

地域団体による地域子育て支援
拠点事業

バリアフリー基本構想の推進

バリアフリーの道づくり

コミュニティ道路整備

放課後全児童向け事業の推進

1



アウトカム体系図　【１－２　教育】

再掲

教育セ 教育指導 教育指導 教育セ 学務

再掲 再掲

教育セ 学務 教育指導 教育指導 学務

教育セ 教育指導 教育指導 教育総務 学務

再掲

教育総務 教育総務 教育指導 教育総務 学務

再掲

教育指導 アカデミー推進 教育セ 学務

教育指導 学務

教育指導 学務

教育指導 学務

教育セ 学務

学務

八ケ岳高原学園の改修教員研修・研究事業

教育情報ネットワーク環境整備の
充実

いじめ問題対策事業

総合相談事業

合理的配慮の推進

中学校部活動支援

保・幼・小・中の連携教育の推進

小中連携教育のあり方の検討

アウトリーチ事業

校庭の改修

学習内容定着状況調査活用事業

文化財行政の推進

学校施設の快適性向上

柳町小学校等改築

英語力向上推進事業 誠之小学校改築

明化小学校等改築
大学との連携による学校活動支
援事業

大学との連携による学校活動支
援事業

保・幼・小・中の連携教育の推進地域大学等連携事業
学校給食における「和食の日」の
導入

外壁・サッシ改修

健康・体力増進事業 給食室の整備
文京ふるさと学習プロジェクトの推
進

青少年委員による学校支援活動
等の推進

学校支援地域本部

地域大学等連携事業学校防災宿泊体験事業科学教育事業

子どもたちが、安全で快適な環境
で学校生活を送っている

将来像

豊かな環境と人とのかかわりの中で、子どもが「個」として尊重され、ともに学びあうまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ) 中間アウトカム(Ｄ) 中間アウトカム(Ｅ)

子どもたちの確かな学力が定着
するとともに、健康・体力が向上
している

子どもたちと地域・伝統文化等と
の結び付きが強くなっている

子どもたちが、個に応じた支援を
受けながら、安心して学校生活を
送っている

教育環境の質を地域ぐるみで高
めている

老朽校舎の改築

2



アウトカム体系図　【１－３　青少年の健全育成】

再掲

児童青少年 児童青少年

児童青少年 福祉政策

児童青少年 児童青少年

児童青少年

青少年健全育成会活動支援

文京区社会を明るくする運動青少年の社会参加推進事業

青少年プラザ事業

STEP～ひきこもり等自立支援事業
～

子ども110番ステッカー事業

青少年健全育成会活動支援

将来像

地域で人とのかかわりを学びながら、光る笑顔の青少年が育つまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ)

青少年が主体的に地域とかかわ
り、社会性を身につけている

青少年が健やかに育つことがで
きる地域環境がつくられている

3



アウトカム体系図　【２－１　高齢者福祉】

福祉政策 福祉政策 福祉政策 介護保険

福祉政策 福祉政策 福祉政策 高齢福祉

福祉政策 高齢福祉 高齢福祉 高齢福祉他

福祉政策 高齢福祉 高齢福祉 高齢福祉

再掲

介護保険 高齢福祉 高齢福祉 健康推進

再掲 再掲

高齢福祉 高齢福祉 福祉政策 健康推進

再掲

介護保険 健康推進

再掲

都市計画

再掲

道路
バリアフリーの道づくり

地域包括ケア推進委員会の運営

地域医療連携生活支援体制整備事業

元気高齢者が活躍！介護施設
ワークサポート事業

一般介護予防事業の推進

権利擁護センター事業の充実 在宅療養者等歯科訪問健診事業

特別養護老人ホーム文京大塚み
どりの郷の大規模改修
地域密着型サービス施設整備費
補助

バリアフリー基本構想の推進

シルバー人材センターの活動支援

認知症施策の総合的な推進

ハートフルネットワーク事業

高齢者が地域で見守られ、安
全・安心な暮らしを送っている

介護人材確保・定着等支援事業

元気高齢者が活躍！介護施設
ワークサポート事業

民間事業者による高齢者施設の
整備
旧区立特別養護老人ホームの大
規模改修

文京すまいるプロジェクトの推進 高齢者緊急連絡カード設置ミドル・シニア社会参加推進事業

介護人材確保・定着等支援事業

高齢者が、個々の状況に応じ
た、暮らしやすい環境で生活して
いる

地域包括支援センター（高齢者あ
んしん相談センター）の充実

医療と介護の連携強化

将来像

歳を重ねても、いきいきと自分らしく暮らせるまち

中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ)中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｄ)

高齢者が、切れ目のない医療・
介護サービスを受けている

小地域福祉活動の推進

ふれあいいきいきサロンへの助成 みまもり訪問事業

地域の支え合い体制づくり推進事
業

高齢者が、生きがいや居場所を
持っていつまでも元気に暮らして
いる

4



アウトカム体系図　【２－２　障害者福祉】

再掲 再掲

福祉政策 福祉政策 福祉政策

再掲

障害福祉 障害福祉 障害福祉

再掲

障害福祉 障害福祉 スポーツ振興

障害福祉 障害福祉

再掲

予防対策他 都市計画

再掲

保健サ 道路

福祉政策他

福祉政策他

予防対策

障害福祉

精神障害者の地域移行・地域定
着支援体制の強化

グループホームの整備

障害者就労支援事業の充実

難病患者等への支援

精神障害回復途上者デイケア事
業

バリアフリー基本構想の推進

バリアフリーの道づくり

福祉作業所の大規模改修

障害者差別解消の推進

障害者事業を通じた地域交流
障害者地域自立支援協議会の運
営

文京スポーツボランティア事業
障害者基幹相談支援センターの
運営

障害者虐待の防止

地域生活支援拠点等の整備

障害者基幹相談支援センターの
運営

将来像

だれもがお互いに人格と個性を尊重し、支え合うまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ)

障害者が、自立した生活を送って
いる

障害者が、地域の中で安心して
暮らしている

障害者が地域で交流を深めてい
る

日中活動系サービス施設の整備 ふれあいいきいきサロンへの助成権利擁護センター事業の充実

5



アウトカム体系図　【２－３　生活福祉】

再掲 再掲

生活福祉 生活福祉 国保年金

再掲
子育て支援他 生活福祉

再掲

福祉政策 生活福祉

再掲

生活福祉 総務

生活福祉

生活福祉

生活福祉

再掲

生活福祉

男女平等参画の推進

母子家庭等自立支援事業

生活困窮者自立支援総合相談事
業

子どもの貧困対策

女性・母子父子相談体制の充実

小地域福祉活動の推進

生活保護受給者就労意欲喚起支
援事業

路上生活者対策事業

母子生活支援施設保護事業

生活困窮者等が自立に向けた社
会生活を送っている

だれもがＤＶから守られ、安全な
生活を送っている

区民の生活が、安定した社会保
障基盤に支えられている

女性・母子父子相談体制の充実

母子・女性緊急一時保護事業

ジェネリック医薬品の普及母子生活支援施設保護事業

将来像

だれもが住み慣れたところで自立して暮らせる、セーフティネットのあるまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ)
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アウトカム体系図　【２－４　健康づくり】

再掲

健康推進 健康推進他 健康推進

健康推進他 健康推進 健康推進

保健サ 健康推進 生活衛生

予防対策

予防対策

予防対策他

生活習慣改善の支援

公害保健福祉・予防事業

医療安全対策の推進

予防接種の推進

結核・感染症予防対策事業

歯周疾患検診

区民が、心身ともに健康的な生
活習慣を確立している

区民の疾病が予防、早期発見、
早期治療されている

区民が、住み慣れた地域で適切
な医療を受けている

食育普及

各種がん検診

地域医療連携

健康診査・保健指導 在宅療養者等歯科訪問健診事業

健康診査・保健指導

将来像

だれもがいつまでも笑顔で健康に暮らせるまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ)

7



アウトカム体系図　【２－５　生活衛生環境】

予防対策 生活衛生 生活衛生

再掲

生活衛生 生活衛生 生活衛生

生活衛生

生活衛生

医薬品等の安全対策の推進

食品の安全対策の推進

特定建築物衛生検査の充実

健康を脅かす事態に際し、最善
の対応ができる体制が整っている

事業者が適正な衛生管理等を
行っている

区民の衛生的な生活環境が保た
れている

新型インフルエンザ等感染症対策
の連携体制の構築

公衆浴場承継総合バックアップ事
業

環境衛生監視の充実

災害時医療の確保 動物との共生社会支援事業

将来像

だれもが快適で健康に暮らせる、安全で清潔なまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ)

8



アウトカム体系図　【３－１　地域コミュニティ】

再掲 再掲

福祉政策 福祉政策 総務

再掲

区民 区民

区民 区民

再掲

区民 アカデミー推進

再掲

区民 福祉政策

アカデミー推進

再掲

区民

災害ボランティア体制の整備

地域活動センター運営の充実

ふれあいサロン事業

小地域福祉活動の推進

新たな公共の担い手との協働の
推進

「文京バックアッパーズ」～大学生
ボランティアのススメ～

大学連携の推進

区民が地域活動に参加・参画し
ている

多様な主体が、地域課題の解決
に向け、活動している

区民が性別にかかわりなく平等な
立場で様々な機会に参画してい
る

新たな公共の担い手との協働の
推進

小地域福祉活動の推進

町会・自治会活動の支援町会・自治会活動の支援

男女平等参画の推進

地域活動センター・区民会館の整
備

将来像

みんなが集う、おせっかいのまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ)

9



アウトカム体系図　【３－２　産業振興】

再掲

経済 経済 経済

経済 経済 経済

経済 経済

再掲

経済 経済

再掲

経済 情報政策他

経済

経済
産業情報の発信

中小企業支援事業

文京ウェルカム商店街事業

無料公衆無線LANの整備

商店街支援事業

医療関連産業支援事業

チャレンジショップ支援事業

大学発ベンチャー支援事業 「来て見て体験」文京の伝統工芸

消費生活相談室運営

仕事とくらしの調和事業

商店街の魅力が向上し、活気が
高まっている

区民が、自立した消費者として、
安全・安心な消費生活を営んでい
る

就労支援対策事業

区内中小企業等の経営が安定
し、積極的な事業展開を図ってい
る

消費者啓発・教育の推進チャレンジショップ支援事業

将来像

豊かな区民生活を支える、活力みなぎる産業と商店のあるまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ)

10



アウトカム体系図　【３－３　生涯学習】

アカデミー推進 アカデミー推進

アカデミー推進

アカデミー推進

真砂中央図書館
小石川図書館改築の検討

大学連携の推進

生涯学習講座

生涯学習支援者の育成及び活動
機会の提供

生涯学習相談

将来像

いつでも、だれでも、自分に合った「学び」と出会えるまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ)

区民が自らのニーズにあった生
涯学習活動を行っている

区民が自らの学びを生かした活
動を行っている
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アウトカム体系図　【３－４　文化振興】

再掲
アカデミー推進 アカデミー推進

再掲
アカデミー推進 アカデミー推進

アカデミー推進 アカデミー推進

アカデミー推進

教育総務

経済

アカデミー推進

アカデミー推進

再掲
アカデミー推進

アカデミー推進
「かるたの街　文京」を発信！

文化祭／各種発表会／若手芸術
家支援

文化財行政の推進

「来て見て体験」文京の伝統工芸

アウトリーチ事業

シビックホールでの文化芸術振興
事業の実施

文の京ゆかりの文化人顕彰事業 アウトリーチ事業

協定締結都市等との文化交流事
業

文化資源構想事業

I don't know（能）･･･No（能） problem！
～みんなで親しむ「能（Noh）プロジェクト」～

文化祭／各種発表会／若手芸術
家支援

シビックホールでの文化芸術振興
事業の実施

将来像

「文の京」の文化や歴史を伝承し、創造する、心豊かで潤いのあるまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ)

区民が、地域の文化・芸術等へ
の関心を高めている

多くの区民が文化・芸術活動を
行っている
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アウトカム体系図　【３－５　スポーツ振興】

スポーツ振興 スポーツ振興 スポーツ振興

再掲
スポーツ振興 スポーツ振興 スポーツ振興

スポーツ振興

再掲
スポーツ振興

区民がスポーツを身近に感じ、興
味・関心を高めている

多くの区民が、身近な場で気軽に
スポーツを楽しんでいる

スポーツ活動を支える環境が整っ
ている

スポーツ関係団体等との協働事
業の推進

スポーツ関係団体等との協働事
業の推進
東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会の推進

スポーツ交流ひろば（スポーツ開
放）事業

スポーツセンターの改修 文京スポーツボランティア事業

スポーツ指導者の育成と活用

スポーツセンターの改修

将来像

だれもが、いつでも、安全にスポーツに親しめるまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ)
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アウトカム体系図　【３－６　観光】

再掲 再掲 再掲
アカデミー推進 経済 経済

再掲
アカデミー推進 アカデミー推進 情報政策他

アカデミー推進 アカデミー推進 アカデミー推進

再掲
アカデミー推進 アカデミー推進

アカデミー推進 アカデミー推進

アカデミー推進 管理
自転車シェアリング事業実証実験

文京ウェルカム商店街事業

観光ガイド事業の充実
サブカルチャーによる観光資源の
魅力発信

「来て見て体験」文京の伝統工芸

「かるたの街　文京」を発信！

文京花の五大まつり等の支援

文化資源構想事業

観光ガイド事業の充実
「文の京」外国人おもてなし隊育成
事業

観光客が本区の観光資源を知っ
ている

観光客が、本区の歴史的・文化的な観
光資源に魅力を感じている

観光客が観光しやすい環境に
なっている

観光リーフレット作成

吾輩探訪～漱石が過ごした文京・
新宿を辿る～

無料公衆無線LANの整備

文京区デジタルジャーニー
～展望ラウンジからつながる観光

観光インフォメーションの運営

将来像

何度も訪れたくなる、魅力とおもてなしの心あふれるまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ)
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アウトカム体系図　【３－７　交流】

再掲 再掲
アカデミー推進 アカデミー推進

区民 アカデミー推進

区民

アカデミー推進

再掲
アカデミー推進

国内外の地域との交流が進み、
互いの文化等の理解が深まり、
相互の地域振興が図られている

区民と外国人が共に暮らしやす
い環境になっている

将来像

交流の輪を広げ、互いの魅力を高め合うまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ)

外国人参加型交流事業

国内交流の推進

外国人参加型交流事業

協定締結都市等との文化交流事
業

山村体験交流事業

「文の京」外国人おもてなし隊育成
事業

海外都市との交流事業
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アウトカム体系図　【４－１　住環境】

再掲 再掲

地域整備 住環境 地域整備 管理

再掲

地域整備 みどり公園 都市計画 都市計画

再掲 再掲

住環境 みどり公園 道路 道路

再掲

みどり公園 みどり公園 みどり公園 区民

再掲 再掲

道路 住環境 道路

再掲

環境政策 道路

環境政策

再掲

地域整備

再掲

道路

再掲

施設管理他

再掲

道路

再掲

道路

将来像

だれもが住み続けたい・住みたくなる快適で魅力的なまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ) 中間アウトカム(Ｄ)

再開発事業の推進 公園再整備事業

バリアフリーの道づくり

バリアフリー基本構想の推進

景観まちづくりの推進
肥後細川庭園からはじめる緑と歴
史のまちづくり

バリアフリーの道づくり

バリアフリー基本構想の推進

地域の特性やニーズを取り入れ
たまちづくりが進められている

区民が憩いとゆとりを実感できる
まちづくりが進められている

安全・安心な生活環境が整備さ
れている

移動しやすい交通環境が整備さ
れている

地区まちづくりの推進 景観まちづくりの推進 自転車シェアリング事業実証実験再開発事業の推進

コミュニティバス運行

コミュニティ道路整備

自転車走行空間整備

コミュニティ道路整備

自転車走行空間整備

区道870号無電柱化事業

歩行喫煙等の防止啓発

公園再整備事業 教育の森公園施設改修工事

マンション管理適正化支援事業

シビックセンター改修

不燃化推進特定整備地区（不燃化
特区）事業の推進

区道870号無電柱化事業

公害防止指導

公衆・公園等トイレの整備
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アウトカム体系図　【４－２　環境保護】

再掲

道路 みどり公園

みどり公園 環境政策

道路 環境政策他

環境政策 リサイクル清掃

再掲

施設管理他 リサイクル清掃

再掲

環境政策

リサイクル清掃

リサイクル清掃他

リサイクル清掃
事業系ごみ対策

資源の集団回収支援

環境改善舗装

温室効果ガス排出抑制に向けた
取組の推進

みどりのふれあい事業

文京ecoカレッジ

新エネルギー・省エネルギー機器
導入の促進

街路灯LED化事業

みどりのふれあい事業

シビックセンター改修 リユース（再使用）の推進

新エネルギー・省エネルギー機器
導入の促進

ごみ減量と3Rによる循環型社会の
形成に向けた取組の推進

資源回収事業

将来像

環境にやさしい取組を推進するまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ)

環境負荷の低減に配慮した都市
整備が進んでいる

各主体が環境負荷の低減につい
て意識を高め、様々な取組を行っ
ている
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アウトカム体系図　【４－３　災害対策】

再掲 再掲

防災 情報政策他 防災

再掲 再掲

地域整備 地域整備 防災

再掲 再掲

防災 地域整備 防災

再掲

防災 道路 防災他

再掲 再掲

防災 地域整備 防災

再掲

地域整備 防災 防災

地域整備 防災

地域整備 福祉政策

道路 生活衛生

施設管理他

再掲

住環境他

再掲

道路

地域防災訓練等

耐震改修促進事業

環境改善舗装

橋梁アセットマネジメント整備

再開発事業の推進

耐震改修促進事業

区民防災組織の育成

避難所運営協議会運営支援

中高層共同住宅の支援

不燃化推進特定整備地区（不燃
化特区）事業の推進

細街路の整備

区道870号無電柱化事業

文京区空家等対策事業

熊本地震を踏まえた災害対策の
充実・強化

地区まちづくりの推進

熊本地震を踏まえた災害対策の
充実・強化

無料公衆無線LANの整備

避難所運営協議会運営支援

区民防災組織の育成

シビックセンター改修

地域防災訓練等

不燃化推進特定整備地区（不燃
化特区）事業の推進

災害協定の拡充

福祉避難所の整備・拡充及び妊
産婦・乳児救護所の充実

災害ボランティア体制の整備

災害時医療の確保

避難行動要支援者の支援

災害に強い都市整備が進んでい
る

各主体の協力体制が構築されて
いる

将来像

備えと助け合いのある災害に強いまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ)

区民が日頃から災害に備え、自
ら適切な対策を講じている
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アウトカム体系図　【４－４　防犯・安全対策】

再掲 再掲 再掲

児童青少年 道路 道路

再掲 再掲

危機管理 危機管理 管理

管理 住環境他 管理

道路

道路

道路

子ども110番ステッカー事業

コミュニティ道路整備

自転車走行空間整備

交通安全普及広報活動 文京区空家等対策事業

街路灯LED化事業

安全対策推進 安全対策推進 交通安全普及広報活動

総合的な自転車対策の推進

橋梁アセットマネジメント整備

区道870号無電柱化事業

安全な交通環境が整備されてい
る

将来像

みんなでつくる、犯罪や事故の一番少ないまち

中間アウトカム(Ａ) 中間アウトカム(Ｂ) 中間アウトカム(Ｃ)

区民の防犯や事故防止に対する
意識が高まり、主体的な対策を講
じている

防犯に配慮した都市環境が整備
されている
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