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平成２６年度年次報告書の作成にあたって 

 



 



第Ⅰ部 平成２６年度年次報告書の作成にあたって 

 

１ 男女平等参画行動計画と年次報告 

（１） 計画の体系 

「港区男女平等参画行動計画」（以下、「行動計画」という。）は、港区男女平等参

画条例第３条の６つの基本理念に則って、条例の目標である男女平等参画社会の実現

のために４つの目標を次のように定めています。 

目標１ あらゆる場における男女平等参画を推進する 

目標２ ワーク・ライフ・バランスを推進する 

目標３ 人権の尊重と生涯を通じた健康を支援する 

目標４ 男女平等参画社会実現に向けた推進体制を充実する 

これらの目標を達成するために、18の課題を設け、それぞれに施策の方向を掲げ、

施策の実現のために 169の事業を定めました。その中で、男女平等参画社会の実現の

ために重点的に推進していく事業を【責任項目】と位置づけました。〔計画全体の体

系参照〕 

行動計画の期間は、平成 22年度（2010年度）から平成 26年度（2014年度）まで

の５か年です。 

 

(２) 年次報告の作成の趣旨 

港区男女平等参画条例第 13条では、「区長は、行動計画に基づいた施策の実施状況

について、年一回報告書を作成し、これを公表するものとする。」とし、年次報告書

の作成・公表について規定しています。 

年次報告は、行動計画の計上事業の実施状況をまとめたものです。行動計画に関わ

る全ての事業について、各所管課が平成 26年度目標及び平成 26年度実施・進捗状況

について記載しています。 

年次報告は、行政内部の判断資料とするだけではなく、積極的に公表し、区民、事

業者が男女平等参画への理解を深め、男女平等参画社会実現に向けた役割を共に担っ

ていくための共通の情報として活用していくものです。 
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計画全体の体系 

 

 

目標２ 

ワーク・ライフ・

バランスを推進

する 

１．企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進 

２．安心して子育てできる環境づくり 

３．ひとり親家庭への支援 

４．高齢者・障害者への自立支援・介護の社会化の推進 

目標３ 

人権の尊重と生

涯を通じた健康

を支援する 

１．人権を尊重する意識の醸成と擁護 

２．配偶者等に対するあらゆる暴力の根絶 

３．メディアにおける人権の尊重 

４．リプロダクティブ・ヘルス／ライツの考え方に基づく

生涯を通じた男女の健康支援 

目標４ 

男女平等参画社会

実現に向けた推進

体制を充実する 

１．拠点施設の充実 

２．庁内での計画推進体制の充実 

３．区民・事業者・教育機関等との連携 

目  標 課  題 

目標１ 

あらゆる場にお

ける男女平等参

画を推進する 

１．政策・方針決定過程への女性の参画促進 

２．働く場における男女平等参画の推進 

３．女性のチャレンジ支援 

４．地域活動の男女平等参画の推進 

５．教育の場における男女平等参画の推進 

６．家庭における男女平等参画の推進 

７．社会制度・慣行における男女平等参画の推進 
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太枠内は、港区における「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する

基本的な計画」 

施策の方向 

１．審議会等委員の男女バランスへの配慮 
２．女性のエンパワーメント支援

１．企業・事業主への雇用における男女平等に関する働きかけ 責任項目１ 
２．在勤者への働きかけ

１．ワーク・ライフ・バランスの理解促進 責任項目３ 
２．男女の多様な働き方の支援 責任項目４ 

１．高齢者・障害者の自立支援 
２．介護支援 

１．あらゆる暴力を防止するための意識啓発・情報提供 
２．あらゆる世代におけるセクシュアル・ハラスメントの予防と解決 

１．メディア等における性別による差別解消への働きかけ 
２．メディア・リテラシー及び情報モラルの育成

１．男女平等参画センター（リーブラ）事業の充実 責任項目８ 
２．関係団体との連携による協働活動推進 

１．モデル事業所としての男女平等の推進 
２．組織の連携 

１．就業への支援 責任項目２ 

１．慣行の中立性の確保 

１．家庭における男女平等参画の情報提供・学習機会の提供 

１．ひとり親家庭への支援 

１．年代に応じた男女の健康づくりの支援 

１．区民・事業者・教育機関等との連携 

１．地域の特性を活かした地域活動への男女平等参画促進  
２．地域活動を担う人材育成 
３．国際交流活動・国際協力の場での男女平等参画推進 
４．誰もが使いやすいバリアのない安全なまちづくりの推進

１．就学前からの男女平等意識の啓発  
２．学校教育における男女平等参画の推進 
３．生涯学習における男女平等参画の推進 

１．子育て支援サービスの充実  
２．地域ぐるみの子育て・子育ち環境の支援・整備 
３．子どもの居場所づくり 

１．暴力防止教育と啓発 責任項目５  
２．早期発見体制の充実 
３．配偶者暴力相談支援センター機能の充実 責任項目６ 
４．相談機能の充実 
５．保護体制の整備 
６．自立支援体制の整備 責任項目７ 
７．安全で安心できる生活支援 
８．就労支援の充実 
９．子どものケア体制の充実 
10．関係機関・団体等との連携・協力 
11．人材育成の推進 
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第 Ⅱ 部 

 

 

平成２６年度 男女平等参画行動計画事業実績 

 



 



 

 

 

目標１ あらゆる場における男女平等参画を推進する 

１就業への支援 責任項目２ 

課題３ 女性のチャレンジ支援 

１地域の特性を活かした地域
活動への男女平等参画促進 

15 区民参画による地域事業等の推進 
16 講演会・意見を聴く会等の実施における参加促進の工夫 
17 区民等参加者への一時保育の充実 
18 一時保育者の確保 

課題４ 地域活動の男女平等参画の推進 

２地域活動を担う人材育成 19 チャレンジコミュニティ大学 

３国際交流活動・国際協力の場
での男女平等参画推進 

20 平和関連事業の充実 
21 国際理解教育の充実 
22 国際化の推進 

４誰もが使いやすいバリアの
ない安全なまちづくりの推
進 

23 子ども、高齢者、障害者など誰もが安全に安心して使える公園の整備
24 快適な公衆トイレの整備 
25 区施設のベビーチェア・ベビーベッドの整備 
26 区施設の授乳・保育スペース設置の検討 
27 バリアのないまちづくりの情報提供 
28 区民向け住宅の運用の変更及び子育て世帯等への支援 

29 児童・生徒の男女平等な職業観の育成 

３生涯学習における男女平等
参画の推進

課題５ 教育の場における男女平等参画の推進 

１就学前からの男女平等意識
の啓発 

30 男女平等教育の推進 
31 ふれあい体験の充実 
32 性教育の推進 
33 生活力を身につける教育の実践 
34 男女平等教育の技術向上及び男女平等意識の醸成 
35 私立学校への働きかけ 

２学校教育における男女平等
参画の推進

155 図書館ネットワーク等を活用した男女平等参画関係資料の紹介（再掲）

14 女性の就職・再就職支援 

36 性別役割分担意識解消のための啓発 
37 多様な世代や属性に向けた男女平等参画推進講座の実施及び啓発 

課題６ 家庭における男女平等参画の推進 

１家庭における男女平等参画
の情報提供・学習機会の提供 

38 国等への働きかけ 
39 制度・慣行の中の性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた情

報提供 
40 苦情・相談窓口の円滑な運営 
41 各種相談の連携・連絡調整 
42 人権身の上相談等の実施 

課題７ 社会制度・慣行における男女平等参画の推進 

１慣行の中立性の確保 

施策の方向 事業名 

課題１ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

１審議会等委員の男女バラン
スへの配慮 

２女性のエンパワーメント支
援 

１ 女性委員参画率 50％の目標達成 
２ 性別にかかわりなく参加できる工夫 

３ 女性と仕事の未来館・21 世紀職業財団をはじめとする関係団体との連
携による女性の人材育成と活動支援 

４ 女性のネットワークづくりの推進 

課題２ 働く場における男女平等参画の推進 

１企業・事業主への雇用におけ
る男女平等に関する働きか
け      責任項目１ 

５ 男女平等参画推進の取組への働きかけ 
６ ワーク･ライフ･バランス推進企業認定制度 
７ 労働関係法の遵守要請 
８ 区との契約希望事業者に対する働きかけ 
９ 企業・事業主向け講座・講演会の開催 
10 関係法令、各種制度の周知 
11 研修資料等の提供 

２在勤者への働きかけ 12 在勤者向け講座・講演会の開催 
13 在勤者への雇用関係情報の提供 
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１　政策・方針決定
過程への女性の参
加促進

１　審議会等委員の
男女バランスへの
配慮

1 女性委員参画率50％の目標
達成
【審議会担当課】

女性委員の少ない審議会へは女性の積極的な
登用を促し、男女の均衡の取れた委員構成と
なるよう啓発するとともに、人権・男女平等
参画担当は毎年定期的に各審議会等の状況を
調査し、目標の到達に向け数値を公表しま
す。

2 性別にかかわりなく参加でき
る工夫
【審議会担当課】

審議会等に、子育て世代が参加を妨げられな
いよう開催にあたり保育をつけることや、昼
間働いている人が参加できるよう夜間開催す
るなど、性別によって参加を妨げる要因を取
り除く工夫をします。

２　女性のエンパ
ワーメント支援

3 女性と仕事の未来館・21世紀
職業財団をはじめとする関係
団体との連携による女性の人
材育成と活動支援
【人権・男女平等参画担当】

女性リーダーを育成するための講座、起業す
るためのノウハウを学ぶ講座などを関係団体
と連携して実施します。

4 女性のネットワークづくりの推
進
【人権・男女平等参画担当】

男女平等参画推進の拠点施設である男女平等
参画センターに関わるさまざまな立場の女性
が新たな「連携」を作り上げるために必要な
知識・視点、情報を提供します。

２　働く場における
男女平等参画の推
進

１　企業・事業主へ
の雇用における男
女平等に関する働
きかけ

【責任項目１】

5 男女平等参画推進の取組へ
の働きかけ
【人権・男女平等参画担当】

啓発を兼ねてアンケート等事業主に実施しま
す。

6 ワーク･ライフ･バランス推進
企業認定制度
【人権・男女平等参画担当】

ワーク･ライフ･バランス推進企業認定制度を
創設し、仕事と子育ての両立、女性の積極的
活用等ワーク･ライフ･バランスの推進に積極
的に取り組んでいる中小企業を認定します。
認定企業は、区広報紙やホームページ、男女
平等参画情報誌「オアシス」、中小企業向け
情報誌「こうりゅう」、メールマガジン等で
紹介し、ワーク･ライフ･バランスの取組に積
極的な企業であることを広くPRします。
また、優良企業表彰を検討します。

7 労働関係法の遵守要請
【産業振興課】
【人権・男女平等参画担当】

8 区との契約希望事業者に対
する働きかけ
【契約管財課】
【人権・男女平等参画担当】

価格以外の項目を評価する総合評価方式の入
札を試行実施します。その評価項目のひとつ
として、入札参加事業者のワーク・ライフ・
バランスへの取り組み状況を設定します。

目
標
１
 
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画
を
推
進
す
る

事業内容事業名

労働関係法規を掲載した冊子を作成、配付
し、労働関係法遵守の意識啓発を図ります。
また、男女平等参画に関する苦情等申出制度
の周知を図り、雇用等に関する個別事例に対
応します。
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審議会等における女性委員比率を50％にし
ます。

委員募集時から性別にかかわりなく参加で
きる工夫をします。

関係団体と連携して、起業するためのノウ
ハウを学ぶ講座等を実施します。

男女平等参画センター利用団体が連携する
ための情報交換等を目的とした、利用者交
流懇談会を開催します。

アンケート等事業者に働きかける手段を検
討します。

多くの区内企業に働きかけ、ワーク・ライ
フ・バランスを推進する企業を新規で10社
認定します。

【産業振興課】
引き続き、労働関係法規を掲載した冊子を
作成、配布し、労働関係法遵守の意識啓発
を図ります。また、男女平等参画に関する
苦情等申出制度の周知を図り、雇用等に関
する個別事例に対応します。

【人権・男女平等参画担当】
男女平等参画に関する苦情等申出制度の周
知に努めます。引き続き男女平等参画に関
する苦情や相談については、東京都労働相
談情報センターなどの関係機関と連携・協
力しながら、個別事例に対応し解決を図っ
ていきます。

【契約管財課】
効果的な特別簡易型総合評価方式による取
組内容及び実施件数増加に向けた取組等に
ついて調査・研究します。

【人権・男女平等参画担当】
ワーク・ライフ・バランスの新たなパネル
を作成し、パネル展で周知するなど、男女
平等参画推進に向けた働きかけを行いま
す。

子育て支援につながる社会的事業分野で起業した女性経営者を招いた講座や、
女性労働協会認定のキャリアカウンセラーや講師を招いた講座を開催し、起業
事例を紹介するなどしました。

利用者懇談会を年２回開催しました。男女平等参画センター（リーブラ）の登
録団体間の関係構築や連携強化のために実施している「たのしく学ぶ男女平
等」では、世界各地のトイレの案内表示から、世界の男女平等の考え方や表現
の仕方が多様であることを紹介しました。

事業者に働きかける手段として、制度の周知と講座の実施をすることとし、
ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度事業を通して、ダイバーシティの
推進、男女ともに多様な構成と能力を発揮できる職場環境づくりの必要性を啓
発するほか、男女平等参画センターの企業向け出前講座で各種のメニューを用
意して企業の中での男女平等参画の取組を応援しました。

平成26年４月21日から７月18日まで申請を受け付け、７社申請の中から６社を
認定しました。内訳は新規認定企業５社、認定企業の認定分野追加１社でし
た。

【人権・男女平等参画担当】
港区ホームページ、男女平等参画情報誌オアシスで、男女平等参画に関する苦
情等申出制度の周知をするとともに、憲法週間・人権週間記念講演と映画のつ
どい開催時などあらゆる機会を捉えてパンフレットを置き、周知しました。
電話等で男女平等に関する苦情や相談があった場合は、内容により関係機関に
つなぐなどして、適切に対応し解決を図りました。

【人権・男女平等参画担当】
港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業が事業開始から５年目を迎え
たことを記念し、認定証交付式にあわせて、ワーク・ライフ・バランスセミ
ナーを開催し、認定企業等23名参加しました。

【産業振興課】
労働関係法規を掲載した冊子を3,000部作成、配布し、労働関係法遵守の意識啓
発や、男女平等参画に関する苦情等申出制度の周知を図ることができました。

【契約管財課】
特別簡易型総合評価方式による入札実績はありませんでした。
区が発注する契約における区内事業者優遇策拡充の一環として、港区ワーク・
ライフ・バランス推進企業点の加点割合増について検討し、平成27年度から実
施します。

平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

女性委員の割合

平成27年４月１日現在　37.4％

委員募集時から性別にかかわりなく参加できるよう、一時保育付、夜間開催
等、参加しやすい工夫をしました。
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事業内容事業名

２　働く場における
男女平等参画の推
進

１　企業・事業主へ
の雇用における男
女平等に関する働
きかけ

【責任項目１】

9

10 関係法令、各種制度の周知
【人権・男女平等参画担当】
【産業振興課】

労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介
護休業法、パートタイム労働法などの関係法
規の資料を有効活用し、労働者の権利につい
て周知を図ります。

11 研修資料等の提供
【人権・男女平等参画担当】
【産業振興課】

企業で男女平等参画や女性の働き方に関する
研修を行う際に利用できるパンフレット・啓
発誌を用意し、ビデオを貸し出します。

２　在勤者への働き
かけ

12 在勤者向け講座・講演会の
開催
【人権・男女平等参画担当】

関係機関との連携を図り、ワーク･ライフ･バ
ランスに関するさまざまな視点の講座・講演
会を実施します。

13 在勤者への雇用関係情報の
提供
【人権・男女平等参画担当】

就業支援情報の提供を進めるとともに、就業
支援講座、起業支援講座などを実施します。

３　女性のチャレン
ジ支援

１　就業への支援

【責任項目２】

14 女性の就職・再就職支援
【人権・男女平等参画担当】

再就職を目指す女性が就職活動に必要なノウ
ハウや、職業人として身につけるべきビジネ
ススキルなどのポイントをわかりやすく解説
する講座を実施します。

４　地域活動の男女
平等参画の推進

１　地域の特性を活
かした地域活動へ
の男女平等参画促
進

15 区民参画による地域事業等
の推進
【各総合支所協働推進課】

地域事業等の施策の企画・立案・実施にあた
り、男女の偏りがなく、地域の多様な主体の
参画と協働による取り組みを推進します。ま
た活動にあたっては、幅広い年齢や職層の人
が参画できるように働きかけます。

目
標
１
 
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画
を
推
進
す
る

企業・事業主向け講座・講演
会の開催
【産業振興課】
【人権・男女平等参画担当】

賃金や職場配置、昇進などの男女労働者間の
格差を解消するため、企業や事業主に対する
講座・講演会を、都労働相談情報センター等
と連携を図りながら効果的に開催します。
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

【産業振興課】
引き続き、企業にとってワーク・ライフ・
バランスを推進することの重要性につい
て、セミナー、講座、講演会を開催し、企
業経営者、勤労者ともに有効な人事戦略と
して機能することを周知します。

【人権・男女平等参画担当】
男女が平等に参画できる社会の実現に向け
て、男女平等参画センターで各種の講座・
講演を実施し、男女平等の意識の普及・啓
発を図ります。

【人権・男女平等参画担当】
男女雇用機会均等法の改正についても、パ
ネル展のパネルを新たに作成し、関係法規
についてより幅広く周知します。

【産業振興課】
引き続き、冊子「ポケット労働法」を作成
し、窓口や区内駅等に配布し周知徹底に努
めます。

【人権・男女平等参画担当】
企業内研修用のパンフレット・啓発誌、映
像資料等の提供・貸出しについて、男女平
等参画情報誌等で周知します。

【産業振興課】
引き続き、幅広い関係資料を提供し、男女
平等参画や多様な働き方への理解をより高
めます。

男女平等参画センターの出前講座を中心
に、ワーク･ライフ･バランスを推進する講
座を実施します。

情報提供をするとともに、男女平等参画セ
ンターで起業支援講座等を開催します。

関係機関と連携して、再就職支援講座を実
施します。

【芝地区総合支所協働推進課】
区民参画組織、地域情報誌ともに、年齢層
や男女比率が平準化され、地域活動に偏り
なく参加できるよう配慮しながら募集を継
続します。

東京労働局、厚生労働省などが発行するパンフレットや手引きなどを交流コー
ナーなどに見やすく開架したほか、就労や仕事に関する講座を実施する際には
会場に持ち込んで自由に持ち帰ることができるように工夫し情報発信を行いま
した。

再就職に関する講座を２回開催しました。10月上旬に３回連続講座を産業振興
課、ハローワーク品川との共催事業として実施した講座では、受講者が自分自
身のスキルや過去の職業経験で身につけたスキルの棚卸しから面接におけるマ
ナーや身だしなみを学ぶ講座としました。また、東京しごとセンターとの共催
で平成27年３月に開催した講座では、再就職を目指す活動を始めるにあたって
仕事に対する価値観や希望条件の整理の仕方などを、家族・周囲との関係性を
含めた内容で理解する講座として実施しました。

【産業振興課】
賃金や職場配置、昇進などの男女労働者間の格差を解消するため、企業や事業
主、勤労者に対する講座・講演会を、三田労働基準監督署等と連携を図りなが
ら開催することができました。

【産業振興課】
冊子「ポケット労働法」を作成し、窓口や区内駅で新成人等に配布し労働者の
権利の周知を図ることができました。

【産業振興課】
区発行物だけでなく幅広い関係資料を提供、貸出し、男女平等参画や多様な働
き方への理解を高めることができました。

【人権・男女平等参画担当】
平成26年度中に区内事業所向け出前講座を４件開催しました。そのうち、ハラ
スメントの予防に関する講座は２件、女性活躍推進講座は２件でした。ハラス
メント予防はセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントに関わる内
容で、法令順守やコンプライアンスの考え方に基づく必要性があることを説く
内容としました。女性活躍推進を区内企業に取り入れるための講座では、先進
的な取組から成果を挙げている企業を招き、経験談を交えた講演により区内企
業でも取り入れやすい講座内容としました。

【人権・男女平等参画担当】
男女雇用機会均等法の改正については、パネルを新たに作成し、男女共同参画
週間パネル展（６月19日～27日）で広く周知しました。
男女平等参画情報誌オアシス41号で「改正次世代育成支援対策推進法」と「改
正パートタイム労働法」の２つの改正法のポイントを周知しました。

【人権・男女平等参画担当】
出前講座開催時に男女平等参画情報誌オアシスを配布し、区内企業にリーブラ
事業の周知を図りました。また、事業所にとって読んで役立つ情報を盛り込む
ために、オアシスにはワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進に先進的に取
り組む区内企業のインタビューや法改正などを掲載しました。図書資料室で
は、新たに企業における男女平等参画推進に関する雑誌として21世紀職業財団
発行の「ダイバーシティ21」の購読を開始し、企業への情報提供を強化しまし
た。

男女平等参画センター（リーブラ）では、在勤者向け講座としてストレスの解
消や対策に関する講座、男女平等の先進国である北欧での女性活躍推進の歴史
や現状を考える外交官による講演会を、平日の夜に開催しました。両方の講座
で参加者が申込者に対して９割を超えました。勤務時間終了後に、リーブラに
来館して仕事に関係する講座を聞いていただく取組として実施しました。

【芝地区総合支所協働推進課】
区民参画組織「芝会議」及び地域情報誌については、広報みなと、地域情報誌
及び港区ホームページに公募記事を掲載し、広く参加を呼びかけました。
活動希望者は受け入れることとし、選考等は設けておりません。

芝会議メンバー：男性20名、女性26名
地域情報誌編集委員：男性８名、女性13名
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事業内容事業名

４　地域活動の男女
平等参画の推進

１　地域の特性を活
かした地域活動へ
の男女平等参画促
進

15 区民参画による地域事業等
の推進
【各総合支所協働推進課】

地域事業等の施策の企画・立案・実施にあた
り、男女の偏りがなく、地域の多様な主体の
参画と協働による取り組みを推進します。ま
た活動にあたっては、幅広い年齢や職層の人
が参画できるように働きかけます。

16 講演会・意見を聴く会等の実
施における参加促進の工夫
【講演会担当課】

講座等開催する場合に開催時間、内容などさ
まざまな人が参加しやすい工夫をします。

17 区民等参加者への一時保育
の充実
【講演会担当課】

区民が参加する講座・講演会等の実施にあ
たって子育て世代の人が参加しやすいように
原則保育付とします。

18 一時保育者の確保
【子ども家庭支援センター】

区主催の講座等催しのための一時保育者登録
制度を設け運営します。

２　地域活動を担う
人材育成

19 チャレンジコミュニティ大学
【高輪地区総合支所協働推
進課】

高齢者等が、学習を通じて個々の能力を再開
発し、自らが生きがいのある豊かな人生を創
造するとともに、その知識及び経験を生か
し、地域の活性化や地域コミュニティの育成
に積極的に活躍するリーダーを養成します。
なお、この事業は明治学院大学内で実施しま
す。

３　国際交流活動・
国際協力の場での
男女平等参画推進

20 平和関連事業の充実
【人権・男女平等参画担当】
【教育委員会事務局図書・文
化財課】

平和展、長崎への青少年の派遣など平和関連
事業の連携と充実を図り、港区平和都市宣言
の趣旨を推進します。

目
標
１
 
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画
を
推
進
す
る
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

【麻布地区総合支所協働推進課】
引き続き年代層や性別の偏りが生じないよ
う、委員の追加参加にあたっても働きかけ
る方法や運営方法を工夫していきます。

【赤坂地区総合支所協働推進課】
引き続き、男性も女性も幅広い年齢や職層
の人が事業に参加できるよう働きかけま
す。

【高輪地区総合支所協働推進課】
区民参画組織の募集を、年齢層や男女比率
が平準化されるよう、一部、無作為抽出で
募集を行い配慮します。また、引き続き一
時保育も利用できる環境とします。

【芝浦港南地区総合支所協働推進課】
引き続き、区民参画による会議（地域の魅
力を高めるための検討、地域情報誌編集、
各種事業の実行委員会等）のメンバーの募
集にあたっては、男女比率や地域の偏りが
平準化されるよう、また地域活動に偏りな
く参加できるよう配慮します。

企画から実施まで男女平等参画の視点に
立った工夫を図ります。

区主催の講座・講演会等を一時保育付とし
ます。

一時保育者登録制度を円滑に運営します。

引き続き、性別に関わりなく地域コミュニ
ティの育成に活躍するリーダーの養成に努
めます。

【人権・男女平等参画担当】
港区平和都市宣言の趣旨に則り、各種平和
関連事業を実施し、平和都市を推進しま
す。

事務の見直しを行い、連絡系統を一部変更したことにより、より円滑に運営で
きるようになりました。

【芝浦港南地区総合支所協働推進課】
区民参画組織の再編がありましたが、前年度と同様、男女比率が平準化される
よう配慮し、地域活動に偏りなく参加できるよう工夫しました。

【人権・男女平等参画担当】
平和青年団事業や平和展、巡回平和メッセージ展等の平和関連事業を実施し、
平和都市を推進しました。

【高輪地区総合支所協働推進課】
区民参画組織の募集にあたっては、年齢層や男女比率が平準化されるよう配慮
し、地域活動に偏りなく参加できるように取り組みました。

・地域情報紙グループ　　　　　　　　20名（男性11名、女性９名）
・高輪フェスティバル　　　　　　　  19名（男性９名、女性10名）
・デジタルアーカイブ実行委員会　　  15名（男性５名、女性10名）
・高輪コミュニティ広場実行委員会 　 20名（男性６名、女性14名）
・地区版計画策定グループ　　　　　  25名（男性９名、女性16名）
○合計　　　　　　　　　　　　　　  99名（男性40名、女性59名）

平成26年度は60名が受講しました。修了生の皆さんは、大学の講座を通じて習
得した知識や今までの経験を活かし、区民参画組織の委員や民生・児童委員と
して地域コミュニティの育成に積極的に活躍しています。

講演会、講座の開催にあたり、より多くの区民が参加できるよう開催の日時等
を配慮しました。

区主催の講座、講演会等の開催にあたり、子育て世代が参加しやすいよう一時
保育付としました。

一時保育実施数　356件

【麻布地区総合支所協働推進課】
区民参画組織麻布を語る会においては、委員の延べ人数68名に対し、37名(約
54％)が女性です（平成27年３月31日現在）。

女性委員分科会別内訳：地域情報の発信分科会（14名中８名）
　　　　　　　　　　　麻布未来写真館分科会（13名中８名）
　　　　　　　　　　　協働事業提案制度分科会（９名中６名）
　　　　　　　　　　　麻布地区版基本計画策定分科会（32名中15名）

【赤坂地区総合支所協働推進課】
全分科会で男性37名、女性44名が参画しました。

・赤坂地区版計画推進分科会　　男性15名、女性15名
・地域情報の発信・交流分科会　男性８名、女性10名
・赤坂青山歴史伝承塾　　　　　男性８名、女性11名
・いきがいづくり推進分科会　　男性６名、女性８名
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事業内容事業名

４　地域活動の男女
平等参画の推進

３　国際交流活動・
国際協力の場での
男女平等参画推進

20 平和関連事業の充実
【人権・男女平等参画担当】
【教育委員会事務局図書・文
化財課】

平和展、長崎への青少年の派遣など平和関連
事業の連携と充実を図り、港区平和都市宣言
の趣旨を推進します。

21 国際理解教育の充実
【教育委員会事務局指導室】

区立の全小中学校に外国人講師を配置して国
際科の授業を行い、英語によるコミュニケー
ション能力の育成とともに国際理解教育の充
実を図ります。

22 国際化の推進
【地域振興課】

国際化推進プランに基づき、区の国際化を推
進します。一般財団法人港区国際交流協会を
指導し、支援します。外国人座談会を開催し
ます。外国人相談業務を拡充します。

４　誰もが使いやす
いバリアのない安全
なまちづくりの推進

23 子ども、高齢者、障害者など
誰もが安全に安心して使える
公園の整備
【土木課】

女性、子ども、小さな子ども連れ、高齢者、
障害者、外国人などが外出する際のバリアを
取り払います。誰もが利用しやすい公園を整
備し、安全で安心して生活できるまちづくり
を推進します。

24 快適な公衆トイレの整備
【土木課】

公園トイレや公衆トイレの新設や既存の老朽
化したトイレの改修時には、「だれでもトイ
レ」への建替えや、ベビーベッド、ベビー
チェアなどを設置し、子ども連れの方の利用
にも配慮したトイレの整備を進めます。

25 区施設のベビーチェア・ベ
ビーベッドの整備
【施設所管課】

乳幼児を連れて母親も父親も気軽に外出でき
るよう、区施設のトイレ等に可能な限りベ
ビーチェア・ベビーベッドを設置します。

目
標
１
 
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画
を
推
進
す
る
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

【教育委員会事務局図書・文化財課】
各図書館で平和映画会や平和関連図書の展
示など平和関連事業を実施します。

（みなと図書館）
・平和映画会
　「李香蘭」劇団四季の若手団員による
　解説あり
・展示
　特設コーナー「平和関連図書特集」
（三田図書館）
・平和映画会の開催
　８月24日14時～「美しい夏キリシマ」
・「平和」をテーマに資料の特設展示
　７月18日～９月17日　核問題、平和学に
　関するコーナーを設置
（赤坂図書館）
・平和映画会
　８月２日「戦場で傷ついた子どもたちド
　イツ国際平和村の10年」
・平和展
　８月４～17日

（高輪図書館）
・平和映画会
　８月14、15、16日　３日連続「文藝春秋
　ノンフィクション」
　１部　阿川弘之「私とパールハーバー」
　２部　柳田邦男「私と零式戦闘機」
　３部　糸川英夫「私と戦闘機『隼』」
・展示　「平和について考える」
　７月18日～８月20日
（高輪分室）
・平和映画会
　「焼跡の、お菓子の木」上映
・展示
　「平和に関する本」展示の開催
（港南図書館）
・平和映画会
　「雲ながるる果てに」８月10日

実施の効果を検証した上でカリキュラムの
見直しや指導方法の改善を図り、国際人育
成を行います。

港区基本計画策定に合わせて新たな国際化
推進プランを策定します。プラン策定にあ
たっては、平成25年度に引き続き、同じ委
員構成で国際化推進アドバイザー会議を実
施し、様々な意見を聴取します。

平成27年度の六本木西公園の全面改修整備
に向け、実施設計を行います。

中ノ橋公衆便所、白金児童遊園トイレ、有
栖川宮記念公園の広尾口トイレの建替えに
合わせ、だれでもトイレ、ベビーチェア、
ベビーベッドを設置します。

【芝地区総合支所管理課】
開設したばかりの施設が多いため、当面整
備する予定はありません。

【麻布地区総合支所管理課】
新規施設は標準装備、既存施設は改修・改
築時に整備検討していきます。

中ノ橋際公衆便所、白金児童遊園トイレ、有栖川宮記念公園の広尾口トイレの
建替えに合わせ、各トイレに、だれでもトイレ、ベビーチェア、ベビーベッド
を設置しました。

「港区国際化推進プラン2015年度～2020年度」策定にあたり、港区国際化推進
アドバイザー会議を３回実施しました。委員については区内在住・在勤・在学
者からの公募により、日本人と外国人、男性と女性のバランスを考慮し選定し
ました（男性５名、女性４名）。会議の中では、さまざまな視点から活発な意
見交換が行われ、意見をできる限りプランに反映しました。

平成27年度の六本木西公園の全面改修整備に向けて、６回のワークショップを
行い区民協働により基本計画を作成し、その成果を反映して、実施設計を行い
ました。主な改良点は、入口部の門や塀、園内の石組みを撤去することで見通
しを良くし、広い広場や健康器具を設けるなど、誰もが利用しやすい公園とな
るよう配慮しました。

【教育委員会事務局図書・文化財課】
各図書館で平和映画会や平和関連図書の展示など平和関連事業を実施しまし
た。

（みなと図書館）
・平和映画会
　13時30分～「李香蘭」劇団四季の職員による解説あり　80名来館
・展示
　特設コーナー「平和関連図書特集」  ７月18日～８月20日
　「太平洋戦争と庶民の暮らし」
（三田図書館）
・平和映画会の開催
　８月24日14時～「美しい夏キリシマ」
・「平和」をテーマに資料の特設展示　７月18日～９月17日
（麻布図書館）
・平和映画会の開催
　８月17日14時～「白い町ヒロシマ」
・「平和」をテーマに資料の特設展示　７月17日～９月17日
（赤坂図書館）
・平和映画会
　８月２日「戦場で傷ついた子どもたちドイツ国際平和村の10年」
・平和展
　８月４～17日
（高輪図書館）
・平和映画会
　８月14、15、16日　３日連続「文藝春秋ノンフィクション」
　１部　阿川弘之「私とパールハーバー」
　２部　柳田邦男「私と零式戦闘機」
　３部　糸川英夫「私と戦闘機『隼』」
・展示　「平和について考える」　７月18日～9月17日
（高輪分室）
・平和映画会
　８月７日「焼跡の、お菓子の木」上映
・展示
　７月18日～８月20日「平和に関する本」展示の開催
（港南図書館）
・平和映画会
　８月９日「雲ながるる果てに」

【麻布地区総合支所管理課】
麻布子ども中高生プラザにおいて、トイレ等にベビーチェア・ベビーベッドを
設置しました。

区立小中学校に外国人講師を配置し、普段から英語に慣れ親しむ環境を整えま
した。
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事業内容事業名

４　地域活動の男女
平等参画の推進

４　誰もが使いやす
いバリアのない安全
なまちづくりの推進

25 区施設のベビーチェア・ベ
ビーベッドの整備
【施設所管課】

乳幼児を連れて母親も父親も気軽に外出でき
るよう、区施設のトイレ等に可能な限りベ
ビーチェア・ベビーベッドを設置します。

目
標
１
 
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画
を
推
進
す
る
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

【赤坂地区総合支所管理課】
引き続き、需要と利便性を踏まえながら、
設備の維持に努めます。

【高輪地区総合支所管理課】
新規施設は標準装備、既存施設は改修・改
築時に整備検討していきます。

【芝浦港南地区総合支所管理課】
新芝浦港南地区総合支所開設に向けた実施
設計のとおり、ベビーチェアを設置しま
す。

【地域振興課】
必要な場所に設置できるようにしていきま
す。

【産業振興課】
新規施設設立時または既存施設の改修・改
築時に整備を検討していきます。

【高齢者支援課】
引き続き、改修・改築時にあわせて整備検
討していきます。

【障害者福祉課】
障害保健福祉センターについて、平成26年
度に一部の階のトイレにベビーチェアを設
置する予定です。
あいはーと・みなとでは、ベビーチェア２
台（１階男女）、ベビーベッドを４台
（２、３階男女）を設置しています。

【生活衛生課】
設置した設備（ベビーチェア・ベビーベッ
ド）を安全に使用できるよう点検、管理し
ます。

【子ども家庭支援センター】
管理する施設での点検を実施させると同時
に、定期的に巡回し、各設備点検をして、
安全面、衛生面等を確認します。

【住宅担当】
シティハイツ芝浦は、９月に建築工事が終
了し、竣工する予定です。
シティハイツ六本木は、今年度解体工事の
着手に入るため、設置を進めていきます。

【環境課】
現在、ベビーベッドの設置がありますが、
ベビーチェアの設置は実施していません。
今後、設置を検討します。

【みなとリサイクル清掃事務所】
改修・改築の予定はありませんが、今後、
改修時にあわせて検討していきます。

【施設課】
新規施設は標準装備、既存施設は改修・改
築時に整備検討していきます。竣工予定の
麻布図書館、麻布子ども中高生プラザ、西
麻布いきいきプラザ、シティハイツ芝浦、
朝日中学校通学区域小中一貫教育校、田町
駅東口北地区公共公益施設にベビーベッ
ド、ベビーチェアを設置する予定です。

【施設課】
新規施設の麻布図書館(あっぴい麻布）にベビーベッド２台・ベビーチェア12台
、麻布中高生プラザにベビーベッド４台・ベビーチェア４台、西麻布いきいき
プラザにベビーベッド５台・ベビーチェア４台、シティハイツ芝浦にベビー
ベッド１台・ベビーチェア２台、白金の丘学園（朝日中学校通学区域小中一貫
教育校）にベビーベッド１台・ベビーチェア１台、田町駅東口北地区公共公益
施設にベビーベッド11台・ベビーチェア11台を設置しました。

【子ども家庭支援センター】
管理する施設での点検を実施させると同時に、子ども家庭支援センター職員が
随時巡回し、各設備点検をして、安全面、衛生面等を確認しました。

【みなとリサイクル清掃事務所】
平成26年度は施設の改修・改築はありませんでした。

【住宅担当】
シティハイツ芝浦は、平成26年９月末に建築が竣工し、集会室のトイレにおい
てベビーチェア・ベビーベッドを設置しました。
シティハイツ六本木は、平成27年３月に解体工事が終了しました。平成26年12
月からは、新築工事の契約を締結しているため、設置を進めていきます。

【環境課】
エコプラザの多目的トイレにベビーチェアを設置しました。

【赤坂地区総合支所管理課】
各設備の日常点検等を実施し、適切な維持管理に務めました。

【地域振興課】
・大平台みなと荘
　　ベビーバス    男女浴室設置済み
　　ベビーチェア　本館Ｂ１階女子トイレ設置済み
　　ベビーベッド　大浴場に男女各１台設置済み
　　　　　　　　　共用部身障者用トイレ(４か所)に設置済み
・やすらぎ会館
　　ベビーチェア　１・２階女子トイレ
　　ベビーベッド　１階多目的トイレ・２階女子トイレに設置済み
　
・北青山コミュニティ施設
　　ベビーベッド　多目的トイレに設置済み

【高輪地区総合支所管理課】
新規施設なし

【芝浦港南地区総合支所管理課】
新芝浦港南地区総合支所の開設時に、ベビーチェアを設置しました。

【産業振興課】
新規施設設立時に整備をしました。

【障害者福祉課】
障害保健福祉センターでは、平成26年度の工事で、各階のトイレにベビーチェ
アを設置しました。
あいはーと・みなとでは、ベビーチェア２台（１階男女）、ベビーベッド４台
（２、３階男女）を設置しています。

【高齢者支援課】
不特定多数の利用があるわけではないため、平成26年度の実績はありません。

【生活衛生課】
設置した設備（ベビーチェア・ベビーベッド）を安全に使用できるよう点検、
管理しました。
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事業内容事業名

４　地域活動の男女
平等参画の推進

４　誰もが使いやす
いバリアのない安全
なまちづくりの推進

25 乳幼児を連れて母親も父親も気軽に外出でき
るよう、区施設のトイレ等に可能な限りベ
ビーチェア・ベビーベッドを設置します。

26 区施設の授乳・保育スペース
設置の検討
【施設所管課】

区施設に授乳できるスペース、保育できるス
ペースの確保を図ります。

目
標
１
 
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画
を
推
進
す
る

区施設のベビーチェア・ベ
ビーベッドの整備
【施設所管課】
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

【人権・男女平等参画担当】
新男女平等参画センターにベビーチェア・
ベビーベッドを設置します。

【契約管財課】
今後、港区庁舎大規模改修工事の中で取り
組んでいきます。

【教育委員会事務局生涯学習推進課】
改修予定はありませんが、今後、改修が生
じた場合は設置します。

【教育委員会事務局図書・文化財課】
麻布図書館にベビーチェア、ベビーベッド
を設置します。

【芝地区総合支所管理課】
開設したばかりの施設が多いため、当面設
置する予定はありません。

【麻布地区総合支所管理課】
改修・改築時にあわせて整備検討していき
ます。

【赤坂地区総合支所管理課】
引き続き、施設状況を踏まえながら、施設
改修時等に整備の検討をします。

【高輪地区総合支所管理課】
改修・改築時にあわせて整備検討していき
ます。

【芝浦港南地区総合支所管理課】
新芝浦港南地区総合支所開設時に向けた実
施計画のとおり、授乳スペース（２か
所）・保育スペース（キッズコーナー）を
設置します。

【地域振興課】
必要な場所に設置できるようにしていきま
す。

【産業振興課】
新規施設設立時または既存施設の改修・改
築時に整備を検討していきます。

【高齢者支援課】
引き続き、改修・改築時にあわせて整備検
討していきます。

【障害者福祉課】
改修・改築時にあわせて整備検討していき
ます。

【生活衛生課】
設置した設備（授乳・保育スペース）を安
全に使用できるよう点検、管理します。

【子ども家庭支援センター】
今後開設する、あっぴぃ麻布（移転）、
あっぴぃ西麻布で授乳スペース、オムツ換
え台、バギー置き場等を設置します。

【住宅担当】
シティハイツ六本木は、今年度解体工事の
着手に入るため、設置を進めていきます。

【契約管財課】
庁舎大規模改修工事契約が区議会平成27年度第三回定例会議決後に予定されて
います。
平成26年度の整備実施はありません。

【人権・男女平等参画担当】
新男女平等参画センター（リーブラ）にベビーチェア・ベビーベッドを設置し
ました。

【教育委員会事務局生涯学習推進課】
新スポーツセンター開設時、ベビーチェア及びベビーベッドを設置しました。

【高輪地区総合支所管理課】
改修、改築なし

【芝浦港南地区総合支所管理課】
新芝浦港南地区総合支所の開設時に、授乳スペース及びキッズコーナーを設置
しました。

【地域振興課】
・大平台みなと荘
  授乳スペース未設置（客室で対応）
  保育スペース：平成18年度にキッズルームを設置済み
・やすらぎ会館
  授乳スペース未設置（家族控室で対応）
・北青山コミュニティ施設
  未設置(会議室で対応）

【麻布地区総合支所管理課】
麻布子ども中高生プラザにおいて、授乳できるスペース、保育できるスペース
を確保しました。

【赤坂地区総合支所管理課】
２階、３階に設置している施設の適切な維持管理に努めました。

【教育委員会事務局図書・文化財課】
麻布図書館にベビーチェア、ベビーベッドを設置しました。

【産業振興課】
新規施設設立時に整備をしました。

【障害者福祉課】
改築検討にあわせて今後の整備について検討しました。

【住宅担当】
シティハイツ六本木は、平成27年３月に解体工事が終了しました。平成26年12
月からは、新築工事の契約を締結しているため、設置を進めていきます。

【子ども家庭支援センター】
あっぴぃ麻布新施設及びあっぴぃ西麻布において、授乳スペース、オムツ換え
台、バギー置き場を設置しました。

【高齢者支援課】
不特定多数の利用があるわけではないため、平成26年度の実績はありません。

【生活衛生課】
設置した設備（授乳・保育スペース）を安全に使用できるよう点検、管理しま
した。
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事業内容事業名

４　地域活動の男女
平等参画の推進

４　誰もが使いやす
いバリアのない安全
なまちづくりの推進

26 区施設の授乳・保育スペース
設置の検討
【施設所管課】

区施設に授乳できるスペース、保育できるス
ペースの確保を図ります。

27 バリアのないまちづくりの情
報提供
【保健福祉課】

公共施設、区内商店、区内娯楽施設等のトイ
レの中のベビーチェアやベビーベッド、車椅
子等備品、設備の有無などバリアのない施設
の情報を提供します。

28 区民向け住宅の運用の変更
及び子育て世帯等への支援
【住宅担当】

特定公共賃貸住宅・区立住宅の募集に際し、
義務教育修了前の子どものいる世帯の優遇抽
選を実施します。シティハイツ神明では、小
学校就学前の子どものいる、一定の所得以下
の世帯に対して家賃軽減を実施します。

５　教育の場におけ
る男女平等参画の
推進

１　就学前からの男
女平等意識の啓発

29 児童・生徒の男女平等な職業
観の育成
【人権・男女平等参画担当】

性別にとらわれず、個性や能力が尊重され、
可能性を伸ばしつつ、多様な生き方ができる
よう、冊子を活用して平等な職業観の育成を
図ります。

２　学校教育におけ
る男女平等参画の
推進

30 男女平等教育の推進
【教育委員会事務局指導室】

区立小中学校各校で男女平等の大切さを理解
し、互いに相手を尊重し認め合い、子どもた
ちが個性と能力を発揮できるように、男女平
等教育の趣旨を踏まえた教育を推進します。

31 ふれあい体験の充実
【教育委員会事務局指導室】

総合的学習の時間等を利用し、区内保育園、
幼稚園と区立学校との連携により幼児とふれ
あう機会を作ったり、高齢者とのふれあい給
食、特別支援学校との交流など、さまざまな
人とふれあう機会を区立幼稚園、学校の幼
児、児童生徒に提供します。

32 性教育の推進
【教育委員会事務局指導室】

全ての児童・生徒に対し、人権尊重・男女平
等の精神の徹底を図り、性に関する基礎的・
基本的な内容を児童・生徒の発達段階に応じ
て正しく理解させるとともに、直面する性に
関する様々な課題に対して適切な意思決定や
行動選択ができるよう性教育を充実していき
ます。

33 生活力を身につける教育の
実践
【教育委員会事務局指導室】

総合的な学習の時間や生活科、家庭科等の授
業を通して、基本的生活習慣を身につけ、生
きる力を醸成します。

目
標
１
 
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画
を
推
進
す
る
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

【環境課】
エコプラザ来館者が快適に利用できる、保
育スペース作りを継続実施します。

【施設課】
今後も、改修・改築時にあわせて整備検討
していきます。麻布図書館、麻布子ども中
高生プラザ、西麻布いきいきプラザ、朝日
中学校通学区域小中一貫教育校、田町駅東
口北地区公共公益施設にに授乳室を設置す
る予定です。

【人権・男女平等参画担当】
新男女平等参画センターに授乳・保育ス
ペースを設置します。

【契約管財課】
引き続き、庁舎管理担当でベビー休憩室を
管理します。

【教育委員会事務局生涯学習推進課】
改修予定はありませんが、今後、改修が生
じた場合は設置します。

【教育委員会事務局図書・文化財課】
麻布図書館に授乳室を整備します。

引き続き掲載情報の更新充実を図るととも
に、バリアフリータウンマップの利便性向
上に向けて検討を行います。

子育て世帯に対する３倍優遇抽選を継続実
施します。（対象戸数は未定）
シティハイツ神明での家賃低廉化事業を継
続実施します。

職業啓発冊子の活用方法の検討を行いま
す。

各授業・学級経営・行事等あらゆる機会を
とらえて男女平等教育を推進します。

各幼稚園・小中学校の年間指導計画に基づ
いて、ふれあい体験活動を実施します。

各学校の年間指導計画に位置付け、性に関
する基礎的・基本的な内容を、児童・生徒
の発達段階に応じて正しく理解させていき
ます。

主体的・創造的・協同的に取り組む態度を
育て、生活力を身に付けさせます。

【人権・男女平等参画担当】
新男女平等参画センター（リーブラ）に保育室を設置し、その中に授乳スペー
スを設けました。

道徳公開講座の実施など、道徳授業の充実を図り、男女平等教育を推進しまし
た。

各幼稚園・小中学校の年間指導計画に基づき、ふれあい体験活動を実施しまし
た。

【教育委員会事務局図書・文化財課】
麻布図書館に授乳室を整備しました。

各学校の年間指導計画に位置付け、各教科・領域で取り扱う性教育の指導の充
実を図りました。

基本的生活習慣を身に付け、生きる力を醸成するために、総合的な学習の時
間、生活科、家庭科、特別活動等の授業の充実を図りました。

子育て世帯に対する３倍優遇抽選戸数　16戸（特定公共賃貸住宅７戸、区立住
宅９戸）

【環境課】
エコプラザ来館者が快適に利用できる、保育スペース作りを実施しました。

【施設課】
麻布図書館（あっぴい麻布）、西麻布いきいきプラザ、白金の丘学園（朝日中
学校通学区域小中一貫教育校）、みなとパーク芝浦（田町駅東口北地区公共公
益施設）にそれぞれ授乳スペースを設置しました。

【契約管財課】
ベビー休憩室を管理しています。

効果的な手法を検討しましたが、具体的な行動になりませんでした。

新規施設をはじめとする施設情報や音声道案内の掲載等221件のデータ更新を実
施し、ホームページの充実を図りました。平成26年度のバリアフリータウン
マップのアクセス合計数は、50,862件となっており、前年度実績とほぼ横ばい
の状況です。

【教育委員会事務局生涯学習推進課】
新スポーツセンター開設時、授乳スペース等を設置しました。
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事業内容事業名

５　教育の場におけ
る男女平等参画の
推進

２　学校教育におけ
る男女平等参画の
推進

34 男女平等教育の技術向上及
び男女平等意識の醸成
【教育委員会事務局指導室】

区立幼稚園、学校の教員を対象に人権尊重教
育研修会を実施し、男女平等意識を醸成しま
す。

35

３　生涯学習におけ
る男女平等参画の
推進

155 図書館ネットワーク等を活用
した男女平等参画関係資料
の紹介（再掲）
【人権・男女平等参画担当】

男女平等参画センターで実施する講座・講演
会に関連する図書をHPで紹介したり、特集
コーナーを設定して、男女平等参画関係資料
を広く紹介していきます。

６　家庭における男
女平等参画の推進

１　家庭における男
女平等参画の情報
提供・学習機会の提
供

36 性別役割分担意識解消のた
めの啓発
【人権・男女平等参画担当】

各種講座の実施時にチラシやリーフレットな
どを活用して情報を提供します。また、区広
報紙や男女平等参画情報誌「オアシス」、中
小企業向けの情報誌「こうりゅう」に、性別
役割分担意識解消のための啓発記事を掲載し
ます。

37 多様な世代や属性に向けた
男女平等参画推進講座の実
施及び啓発
【人権・男女平等参画担当】

家事・育児に対する男性の意識を高めるため
に、男性を対象とした講座を充実します。そ
れとともに、多様な世代や属性に向けた男女
平等参画講座を実施し、情報の提供や学習機
会の提供を促進します。

１　慣行の中立性の
確保

38 国等への働きかけ
【人権・男女平等参画担当】

国や都に対し、さまざまな機会を捉えて働き
かけます。

39 国の制度、職場や地域等の慣行の中にある、
性別による固定的な役割分担意識に基づく性
差別を解消するための啓発に努めます。

40 苦情・相談窓口の円滑な運営
【人権・男女平等参画担当】

区民、事業者からの男女平等参画に関する苦
情等に対して、解決に向け苦情処理委員とと
もに取り組みます。

目
標
１
 
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画
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進
す
る

私立学校への働きかけ
【人権・男女平等参画担当】
【教育委員会事務局庶務課】

男女平等教育を推進するための参考資料とな
る啓発冊子やポスター等を送付するなど、啓
発・周知を図っていきます。

７　社会制度・慣行
における男女平等
参画の推進

制度・慣行の中の性別による
固定的な役割分担意識の解
消に向けた情報提供
【人権・男女平等参画担当】
【国保年金課】
【介護保険担当】
【人事課】
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

年３回の人権研修会や園内・校内研修会等
を実施し、教職員の人権感覚・人権意識の
向上を図ります。

【人権・男女平等参画担当】
教育委員会と連携を図りながら機会を捉え
て、啓発用冊子類やポスター等を送付する
などの働きかけを行います。

【教育委員会事務局庶務課】
さまざまな機会をとらえて、文部科学省や
東京都の通達により、周知を行っていきま
す。

男女平等参画情報誌やホームページを活用
して、男女平等参画センターで開催する講
座・講演会に関連する図書を紹介します。

広報みなとや男女平等参画情報誌への掲
載、パネル展の開催時、講座開催時などの
ほか、さまざまな機会を捉えて啓発を行い
ます。また、引き続き男女平等参画セン
ター交流コーナーの情報コーナーで情報提
供をします。

男女平等参画センターにおいて、男性を対
象とした講座を充実させるとともに、多様
な世代に情報を提供します。

国や都に対し、さまざまな機会を捉えて働
きかけます。

【人権・男女平等参画担当】
パネル展、憲法及び人権週間記念講演と映
画つどい、男女平等参画センターで実施す
る各種講座、男女平等参画情報誌オアシ
ス、広報みなと等さまざまな機会を捉えて
啓発を行います。

【国保年金課】
23区一体となった、情報提供と収集をします。

【介護保険担当】
介護保険制度についての出前講座実施等に
より、介護サービスの利用について啓発
し、本人・家族の性差に捉われない社会参
加促進に努めます。

【人事課】
今後も引き続き、職員への意識啓発に努め
ていきます。

苦情等に対して適切に対処し、解決を図り
ます。

苦情等申し出は１件でした。苦情処理委員が適切に対処しました。

・講座の開催
人生において、子育てや介護などライフステージが変化するときには性別役割
分担意識が出やすいことを、事例を交えて周知する講座を開催しました。

・情報誌オアシスでの特集
家事労働ハラスメントの意味とその社会的な広がりに関する特集記事を組み、
性別役割分担意識の現状と社会一般での取り扱われ方について情報を発信しま
した。

年３回の人権研修会や園内・校内研修会等を実施し、教職員の人権感覚・人権
意識の向上を図りました。

・男女共同参画週間での展示
内閣府の定める男女共同参画週間のテーマにあわせて、男性の家事・育児参画
を取り上げた展示を行いました。

・男性向け講座の開催
男性が家庭での活動に参画することでどのような変化につながるのか、男女平
等参画センターで実施する意義や目的を説明した上で実施しました。

男女平等参画センター（リーブラ）の講座開催時に、図書資料室所蔵の関連書
籍を会場に置いて参加者が自由に閲覧できるようにしました。また、図書資料
室の案内も同時に行い、所蔵資料の貸出機会を増やす取組を実施しました。

【介護保険担当】
介護保険制度についての出前講座実施等により、制度や介護サービスの利用方
法などを伝え、本人・家族が性差に捉われず社会参加できるよう促進できまし
た。

【国保年金課】
実績はありませんでした。

国や都に対し、働きかけをする機会がありませんでした。

【人権・男女平等参画担当】
パネル展、講演と映画のつどい、男女平等参画情報誌オアシス、広報みなと等
さまざまな機会を捉えて啓発を行いました。男女平等参画センター（リーブ
ラ）では、固定的な性別役割分担意識がどのような場面や家庭環境、家族構成
の変化において表に出てきやすいのかを、講座の中で折に触れて発信しまし
た。特に、女性に対しては出産・育児・介護等ライフステージが変化する中で
のパートナーや親族との関係性に性別役割分担意識が入ってくること、自身の
希望する生き方・働き方を実現するためのコミュニケーション法などをワー
ク・ライフ・バランスの知識などを交えて取り上げました。

【人事課】
職場の事務分担等において、性別による固定的な役割分担が生じないよう、意
識啓発に努めました。

【教育委員会事務局庶務課】
東京都生活文化局私学部私学行政課から依頼があった、人権教育に関する研修
の実施等の通知について、各私立幼稚園に周知を図りました。
（実績２件）

【人権・男女平等参画担当】
効果的な手法を検討しましたが、具体的な行動になりませんでした。

25



事業内容事業名

７　社会制度・慣行
における男女平等
参画の推進

１　慣行の中立性の
確保

41

42 人権身の上相談等の実施
【人権・男女平等参画担当】

人権擁護委員が人権身の上相談の相談員とし
て、子どもの人権問題をはじめさまざまな人
権問題の解決に向けて取り組みます。

目
標
１
 
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画
を
推
進
す
る

各相談窓口でさまざまな相談が寄せられるな
かで、相談者の意思を第一に、男女平等参画
の観点からの問題点等について解決に向け連
携、連絡を取り調整していきます。

各種相談の連携・連絡調整
【人権・男女平等参画担当】
【各地区総合支所区民課】
【子ども家庭課】
【教育委員会事務局指導室】
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

【人権・男女平等参画担当】
関係各課及び関係機関と連携を図りなが
ら、支援します。

【芝地区総合支所区民課】
各担当者会、保健福祉係長会を通じて支援
部と連携や各支所間の調整などを図り、継
続して支援を実施します。

【麻布地区総合支所区民課】
引き続き、関係各課及び関係機関と連携を
図り、継続して支援を実施します。

【赤坂地区総合支所区民課】
各担当者会、保健福祉係長会を通じて連携
を図り、継続して支援を実施します。

【高輪地区総合支所区民課】
各担当者会、保健福祉係長会を通じて連携
を図り、継続して支援を実施します。

【芝浦港南地区総合支所区民課】
各担当者会、保健福祉係長会を通じて、関
係各課及び関係機関とも適切に連携して支
援していきます。

【子ども家庭課】
引き続き、関係各課及び関係機関が連携、
支援を実施します。

【教育委員会事務局指導室】
相談内容に応じた支援の充実を図るととも
に、関係各課及び関係機関との連携を図り
ます。

人権擁護委員による人権身の上相談を実施
します。

【人権・男女平等参画担当】
子ども家庭課、男女平等参画センター（リーブラ）相談室（心のサポートルー
ム）等と連携を図りながら、支援しました。リーブラの相談室（心のサポート
ルーム）では、平成26年度は1,500件ほど相談があり、内容によっては適切な関
係機関との連携により、問題の解決、悩みの解消につながるように取り組みま
した。

人権擁護委員による人権身の上相談を実施しました。

相談件数：３件

【子ども家庭課】
関係各課及び関係機関と連携を図りながら、支援を実施しました。

【芝地区総合支所区民課】
各担当者会、保健福祉係長会を毎月開催しました。
支援部からの報告並びに支援部・支所間の連絡、情報共有、調整を行い、円滑
な支援の実施をしました。

【麻布地区総合支所区民課】
各担当者会、保健福祉係長会を通じた連携が図れたことにより、各種相談業務
を適切に実施しました。

【赤坂地区総合支所区民課】
各担当者会、保健福祉係長会を通じて連携を取り、支援を実施しました。

【高輪地区総合支所区民課】
各担当者会、保健福祉係長会を通じて連携を図り、継続して支援を実施しまし
た。相談内容が複数の部署にまたがる場合は、関係者会議の調整を行い、必要
に応じてカンファレンスやケースワークを実施し、的確な支援を行いました。

【芝浦港南地区総合支所区民課】
各担当者会、保健福祉係長会を通じた連携が図れたことにより、各種相談業務
を適切に実施しました。

【教育委員会事務局指導室】
関係各課及び関係機関との連携を図りました。
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目標２ ワーク・ライフ・バランスを推進する 

課題１ 企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進 

１ワーク・ライフ・バランスの
理解促進   責任項目３ 

６ ワーク･ライフ･バランス推進企業認定制度（再掲） 
８ 区との契約希望事業者に対する働きかけ（再掲） 
９ 企業・事業者向け講座・講演会の開催（再掲） 
10 関係法令、各種制度の周知（再掲） 
11 研修資料等の提供（再掲） 
12 在勤者向け講座・講演会の開催（再掲） 
43 ワーク・ライフ・バランスに関する普及啓発 
44 ワーク・ライフ・バランスに関する取組の支援 

45 次世代育成支援対策行動計画の推進 
46 企業に対する次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定の啓発
47 仕事と子育ての両立支援事業の実施 
48 両立支援制度の周知 
49 年次有給休暇等の取得促進への啓発 
50 育児・介護休業制度・看護休暇の普及促進 

51 保護者支援の保育事業の充実 
52 保育施設の充実 
53 一時保育事業の充実 
54 13 時間開所保育園の拡大 
55 認証保育所の保育料補助 

３子どもの居場所づくり 

課題２ 安心して子育てできる環境づくり 

１子育て支援サービスの充実 

56 子ども家庭支援センター事業の充実 
57 ファミリーサポート事業の実施 
58 ショートステイ事業等の充実 
59 幼稚園での子育てサポート保育 
60 みなと子育てサポートハウス（あい・ぽーと）の充実 
61 うさちゃんくらぶの実施 
62 児童館等における乳幼児と保護者に向けた支援事業の推進 
63 地域在宅子育て支援制度 
64 地域での子育て支援事業の充実 
65 家庭教育学級の充実 
66 麻布地区子育て支援 
67 子育てあんしんプロジェクトの実施 
68 子育て王国基金の運営実施 

２地域ぐるみの子育て・子育ち
環境の支援・整備 

69 放課後等の居場所づくりの推進 

70 ひとり親家庭等医療費助成 
71 ホームヘルプサービスの充実 
72 休養ホーム事業の実施 
73 民間住宅あっせん事業の実施 
74 児童育成手当等の支給 
75 母子生活支援施設入所実施 
76 母子福祉資金の貸付 
77 女性福祉資金の貸付 
78 児童扶養手当の支給 
79 ひとり親（父子）家庭支援助成 
80 ひとり親就労支援の実施 
81 母子のみ対象事業の父子への拡大 

２介護支援

課題３ ひとり親家庭への支援 

１ひとり親家庭への支援 

97 介護保険制度の普及・啓発 
98 介護人材の確保・支援 
99 施設入所介護サービスの充実 
100 通所介護サービスの充実 
101 ショートスティの充実 
102 緊急一時保護の実施 

82 高齢者の仕事の確保と就業の拡大 
83 障害者の就労自立支援 
84 老人クラブの育成と運営助成 
85 福祉会館等での高齢者のいきがいづくりの応援 
86 精神障害者地域生活支援センター事業の実施 
87 健康手帳の交付 
88 家庭訪問保健指導の実施 
89 高齢者の健康保持増進のための各種事業の実施 
90 自立訓練（機能訓練）事業の実施 
91 会食サービスの実施 
92 配食サービスの実施 
93 家事援助サービスの実施 
94 通院支援サービスの実施 
95 高齢者の地域におけるセーフティネットワークの構築 
96 高齢者虐待防止・擁護者支援事業の実施 

課題４ 高齢者・障害者への自立支援・介護の社会化の推進

１高齢者・障害者の自立支援 

２男女の多様な働き方の支援
責任項目４ 

施策の方向 事業名 
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１　企業における
ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進

１　ワーク・ライフ・バ
ランスの理解促進

【責任項目３】

6 ワーク･ライフ･バランス推進
企業認定制度（再掲）
【人権・男女平等参画担当】

ワーク･ライフ･バランス推進企業認定制度を
創設し、仕事と子育ての両立、女性の積極的
活用等ワーク･ライフ･バランスの推進に積極
的に取り組んでいる中小企業を認定します。
認定企業は、区広報紙やホームページ、男女
平等参画情報誌「オアシス」、中小企業向け
情報誌「こうりゅう」、メールマガジン等で
紹介し、ワーク･ライフ･バランスの取組に積
極的な企業であることを広くPRします。ま
た､優良企業表彰を検討します。

8

9 企業・事業者向け講座・講演
会の開催（再掲）
【産業振興課】
【人権・男女平等参画担当】

賃金や職場配置、昇進などの男女労働者間の
格差を解消するため、企業や事業主に対する
講座・講演会を、都労働相談情報センター等
と連携を図りながら効果的に開催します。

10 関係法令、各種制度の周知
（再掲）
【人権・男女平等参画担当】

労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介
護休業法、パートタイム労働法などの関係法
規の資料を有効活用し、労働者の権利につい
て周知を図ります。

11 研修資料等の提供（再掲）
【人権・男女平等参画担当】

企業で男女平等参画や女性の働き方に関する
研修を行う際に利用できるパンフレット・啓
発誌を用意し、ビデオを貸し出します。

12 在勤者向け講座・講演会の開
催（再掲）
【人権・男女平等参画担当】

関係機関との連携を図り、ワーク･ライフ･バ
ランスに関するさまざまな視点の講座・講演
会を実施します。

43 ワーク・ライフ・バランスに関
する普及啓発
【産業振興課】

ワーク・ライフ・バランス導入マニュアルを
作成し、事業者に配付するなど普及啓発事業
を検討します。

44 ワーク・ライフ・バランスに関
する取組の支援
【産業振興課】

ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組
む区内企業や商店街に対してアドバイザー派
遣など支援事業を検討します。

事業内容事業名

価格以外の項目を評価する総合評価方式の入
札を試行実施します。その評価項目のひとつ
として、入札参加事業者のワーク・ライフ・
バランスへの取り組み状況を設定します。

区との契約希望事業者に対
する働きかけ（再掲）
【契約管財課】
【人権・男女平等参画担当】

目
標
２
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多くの区内企業に働きかけ、ワーク・ライ
フ・バランスを推進する企業を新規で10社
認定します。

【契約管財課】
効果的な特別簡易型総合評価方式による取
組内容及び実施件数増加に向けた取組等に
ついて調査・研究します。

【人権・男女平等参画担当】
ワーク・ライフ・バランスの新たなパネル
を作成し、パネル展で周知するなど、男女
平等参画推進に向けた働きかけを行いま
す。

【産業振興課】
引き続き、企業にとってワーク・ライフ・
バランスを推進することの重要性につい
て、セミナー、講座、講演会を開催し、企
業経営者、勤労者ともに有効な人事戦略と
して機能することを周知します。

【人権・男女平等参画担当】
産業振興課と共催で、女性のための再就職
支援セミナーを開催しました。

男女雇用機会均等法の改正についても、パ
ネル展のパネルを新たに作成し、関係法規
についてより幅広く周知します。

企業内研修用のパンフレット・啓発誌、映
像資料等の提供・貸出しについて、男女平
等参画情報誌等で周知します。

男女平等参画センターの出前講座を中心
に、ワーク･ライフ･バランスを推進する講
座を実施します。

引き続き、マニュアルを改定更新し、ワー
ク・ライフ・バランスの普及・啓発を図り
ます。

引き続き、ワーク・ライフ・バランスに積
極的に取り組む区内企業や商店街に対し個
別相談支援事業を実施します。

【産業振興課】
賃金や職場配置、昇進などの男女労働者間の格差を解消するため、企業や事業
主、勤労者に対する講座・講演会を、三田労働基準監督署等と連携を図りなが
ら開催することができました。

改定更新したマニュアルを作成し、区有施設等で配布することによりワーク・
ライフ・バランスの普及・啓発を図ることができました。

ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む区内企業や商店街に対して、専
門家のほか推進企業認定を受けた企業代表者による個別相談支援事業を実施し
ました。

男女平等参画センター（リーブラ）では、在勤者向け講座としてストレスの解
消や対策に関する講座、男女平等の先進国である北欧での女性活躍推進の歴史
や現状を考える外交官による講演会を、平日の夜に開催しました。両方の講座
で参加者が申込者に対して９割を超えました。勤務時間終了後に、リーブラに
来館して仕事に関係する講座を聞いていただく取組として実施しました。

平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

平成26年４月21日から７月18日まで申請を受け付け、７社申請の中から６社を
認定しました。内訳は新規認定企業５社、認定企業の認定分野追加１社でし
た。

【人権・男女平等参画担当】
港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業が事業開始から５年目を迎え
たことを記念し、認定証交付式にあわせて、ワーク・ライフ・バランスセミ
ナーを開催し、認定企業等23名参加しました。

【人権・男女平等参画担当】
平成26年度中に区内事業所向け出前講座を４件開催しました。そのうち、ハラ
スメントの予防に関する講座は２件、女性活躍推進講座は２件でした。ハラス
メント予防はセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントに関わる内
容で、法令順守やコンプライアンスの考え方に基づく必要性があることを説く
内容としました。女性活躍推進を区内企業に取り入れるための講座では、先進
的な取組から成果を挙げている企業を招き、経験談を交えた講演により区内企
業でも取り入れやすい講座内容としました。

男女雇用機会均等法の改正については、パネルを新たに作成し、男女共同参画
週間パネル展（６月19日～27日）で広く周知しました。
男女平等参画情報誌オアシス41号で「改正次世代育成支援対策推進法」と「改
正パートタイム労働法」の２つの改正法のポイントを周知しました。

出前講座開催時に男女平等参画情報誌オアシスを配布し、区内企業にリーブラ
事業の周知を図りました。また、事業所にとって読んで役立つ情報を盛り込む
ために、オアシスにはワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進に先進的に取
り組む区内企業のインタビューや法改正などを掲載しました。図書資料室で
は、新たに企業における男女平等参画推進に関する雑誌として21世紀職業財団
発行の「ダイバーシティ21」の購読を開始し、企業への情報提供を強化しまし
た。

【契約管財課】
特別簡易型総合評価方式による入札実績はありませんでした。
区が発注する契約における区内事業者優遇策拡充の一環として、港区ワーク・
ライフ・バランス推進企業点の加点割合増について検討し、平成27年度から実
施します。
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事業内容事業名

１　企業における
ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進

２　男女の多様な働
き方の支援

【責任項目４】

45 次世代育成支援対策行動計
画の推進
【子ども家庭課】

後期（22年度～26年度）行動計画の着実な推
進を図るため、22年度から計画期間中は、計
画計上事業の進捗状況調査を行い、進行管理
を行っていきます。

46 企業に対する次世代育成支
援対策推進法に基づく行動計
画策定の啓発
【人権・男女平等参画担当】

主に従業員100人以下の事業所に対して、両
立支援に関するノウハウを積極的に提供し、
計画の策定へ向けた啓発を進めます。

47 仕事と子育ての両立支援事
業の実施
【人権・男女平等参画担当】

中小企業における仕事と子育てが両立できる
職場環境づくりを支援するため、育児休業助
成金、配偶者出産休暇制度奨励金を交付しま
す。

48 両立支援制度の周知
【人権・男女平等参画担当】

事業者への調査の実施やきめ細かな広報活動
を通して制度の周知・活用を図ります。

49 年次有給休暇等の取得促進
への啓発
【人権・男女平等参画担当】

国基準以上の就業規則の設定、残業の減少、
サービス残業の解消、年次有給休暇の効果的
取得促進等情報提供などを通して啓発してい
きます。

50 育児・介護休業制度・看護休
暇の普及促進
【人権・男女平等参画担当】

育児・介護休業制度の情報提供を図るととも
に、男女がともに取得できるよう、特に男性
への育児休業・子の看護休暇制度の積極的活
用を啓発を通して働きかけます。

２　安心して子育て
できる環境づくり

１　子育て支援サー
ビスの充実

51 保護者支援の保育事業の充
実
【子ども家庭課】

保護者の子育てと就労の両立を支援するた
め、病児・病後児保育、年末保育、休日保育
を実施します。

52 保育施設の充実
【子ども家庭課】

近年の大規模な住宅開発等により予想を上回
る急激な人口増が生じています。特にファミ
リー層向けの住宅整備により、区内の保育需
要が高まっています。そのため、待機児童が
増加しており、その解消が急務となっており
ます。安心して働き、子育てできる環境を整
備するために、認可保育園の新設や既存保育
園の改築・改修による定員拡大、認証保育所
の誘致及び緊急暫定保育施設を設置し、待機
児童解消を推進するため、保育施設の充実を
図ります。

53 一時保育事業の充実
【子ども家庭課】

保護者の急病等の緊急時、あるいは育児疲れ
の解消などの理由により、一時的に乳幼児を
保育する一時保育を充実します。

54 13時間開所保育園の拡大
【子ども家庭課】

保護者の就労形態の多様化に伴う保育ニーズ
に対応するため、これまでに10園の公立保育
園で13時間開所を実施してきました。さら
に、保育サービスの一層の充実を図っていく
ため各保育園の需要を把握しながら全園に順
次実施園を拡大します。

目
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

引き続き、行動計画の着実な推進を図るた
め、進捗状況の調査を実施します。また、
平成26年度中に策定する子ども・子育て支
援事業計画においてワーク・ライフ・バラ
ンスの取組を計上していきます。

計画の策定に向け、効果的に啓発します。

育児休業助成金 １件
配偶者出産休暇制度奨励金 ７件
を交付します。

さらに制度の認知度を高める手段を検討
し、活用を進めます。

関係課、関係機関と連携を図りながら、さ
らに中小企業向けの啓発を進めます。

広報みなとや男女平等参画情報誌オアシス
に、仕事と子育て両立支援に係る記事を掲
載し、継続的に周知します。

・病児保育室の利便性の向上
・休日保育室の周知及び利便性の向上

・区立認可保育園
【改築】
　平成26年９月  本村保育園
　平成26年11月　西麻布保育園
　平成26年11月　麻布保育園
【新築】
　平成26年10月　しばうら保育園

・私立認可保育園
　　平成26年度中に１園（南麻布二丁
　目）、平成27年度当初に４園（芝地区
　１園、芝浦港南地区３園）開設するた
　め、整備費等を補助します。

・病児保育室の利便性の向上
・休日保育室の周知及び利便性の向上

計画事業実施完了 区内のすべての保育園で13時間保育を実施しています。

【実施園】
　区立保育園18園（指定管理園の芝浦アイランドこども園、神明保育園、たか
　はま保育園を含む）
　私立保育園25園

計画に基づき、着実に事業を実施しました。なお、平成27年度から平成31年度
までを計画期間とする子ども・子育て支援事業計画の策定にあたっては、次世
代後期計画に計上される事業の取組状況等を確認しながら作業を進めるととも
に、区長の付属機関である港区子ども・子育て会議での意見聴取を行い、
「ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備」を基本方針の１つに掲
げ、各種事業を計上しました。

あいいく病児保育室では、隔離室も含めた保育室の充実など、設備の改善に着
手し、利用方法についても、パンフレット等の記載を工夫するなど、改善に取
り組みました。

【実施場所】
　病児・病後児保育：４か所
　年末保育：区立認可保育園（指定園３か所）、神明保育園、たかはま保育園
　休日保育：芝浦アイランドこども園、神明保育園、たかはま保育園

区立認可保育園３園は改築が完了し、定員を拡大しました。新築のしばうら保
育園については工事の遅れから平成27年10月に開設が延期されました。
私立認可保育園については平成26年度中に３園、平成27年度当初に４園開設
し、併せて暫定保育施設を平成27年度当初に１園を開設し、待機児童の解消を
図りました。
その結果、平成27年４月の待機児童数は、平成26年４月から15名減って30名に
なりました。

保護者の病気等で一時的に保育ができない場合の緊急一時保育は各区立保育園
で、その他緊急時だけでなく保護者の育児疲れ解消などの理由等で保育が必要
な場合の一時保育として、区立保育園（飯倉、南麻布、南青山の３園）、芝浦
アイランドこども園、神明保育園、たかはま保育園、私立保育園（愛星、ベ
ネッセ港南の２園）で実施しました。

区内事業所1,849社にワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度のパンフレッ
トを送付し、ワーク・ライフ・バランスの啓発を行いました。また、ワーク・
ライフ・バランス推進企業として新規認定された６社を男女平等参画情報誌オ
アシス43号、港区ホームページ等で紹介しました。
ワーク・ライフ・バランス認定企業に対して、次世代育成支援対策推進法に基
づく行動計画策定を促しました。

育児休業助成金 ０件
配偶者出産休暇制度奨励金　３件

パネル展開催時、広報みなと、港区ホームページを通じて、区内中小企業に育
児休業助成金、配偶者出産休暇制度奨励金についての周知をしました。

区内企業等1,849社にワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度のパンフレッ
トを送付するなど周知しました。

広報みなとに子育て両立支援に係る記事を掲載し、継続的に周知しました。
平成26年度は育児休業助成金０件、配偶者出産休暇制度奨励金３件を交付しま
した。
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事業内容事業名

２　安心して子育て
できる環境づくり

１　子育て支援サー
ビスの充実

55 認証保育所の保育料補助
【子ども家庭課】

東京都認証保育所に区独自の補助を付加する
とともに、認可保育園の待機児童利用者に対
して認可保育園に比べて高額な保育料の一部
を補助します。

２　地域ぐるみの子
育て・子育ち環境の
支援・整備

56 子ども家庭支援センター事業
の充実
【子ども家庭支援センター】

子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じ、
関係機関と連携しながら虐待の未然防止・迅
速な対応・早期発見等適切に対処します。ま
た、子育て支援に関する在宅サービスの調
整・提供、サークル支援やボランティア育成
等行います。

57 ファミリーサポート事業の実施
【子ども家庭支援センター】

学童クラブ等への送迎や保育等利用会員と協
力会員を結び、助け合いによる子育て支援を
行います。

58 ショートステイ事業等の充実
【子ども家庭支援センター】

ショートステイ事業（家庭で一時的に子育て
が困難な場合の短期間の養育）やトワイライ
トステイ事業（仕事等で帰宅が夜間になる場
合の預かり）を充実します。

59 幼稚園での子育てサポート保
育
【教育委員会事務局学務課】

高輪、にじのはし幼稚園において、通常の保
育終了から午後４時30分までの預かり保育を
行います。

60 みなと子育てサポートハウス
（あい・ぽーと）の充実
【子ども家庭支援センター】

子育てひろば事業、乳幼児一時預かり事業等
を実施するみなと子育てサポートハウス事業
を充実します。

61 うさちゃんくらぶの実施
【健康推進課】

第１子で生後２～３ヶ月の赤ちゃんと保護者
の子育ての仲間づくりを目的とした２回コー
スの集いを実施します。

62 児童館等における乳幼児と保
護者に向けた支援事業の推
進
【各総合支所管理課】

児童館等で乳幼児や保護者向けの支援事業を
推進し、保護者同士の交流活動を促進しま
す。また、地域の子育てサークルへの支援を
行います。

目
標
２
　
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
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・
バ
ラ
ン
ス
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

継続実施（認可保育園への待機児童が多く
いる中で、認証保育所入所児童の保護者へ
の保育料補助を適切に実施します。）

毎月８回の広場コンシェルジュを配置し、
広場での講座の開催運営の向上を目指しま
す。
また、あい・ぽーとステーションで養成し
た子育てまちづくり支援プロデューサーに
より、月に１回、地域活動室利用団体とコ
ミュニケーションを図り子育てグループ等
を支援します。

協力会員を増加させるとともに、研修を充
実させ、支援する協力会員の質の向上を図
り、保育の安全性確保に努めます。

引き続き、事業の安定した運営を行うとと
もに、多様なライフスタイルに対応する支
援としてPRして行きます。

高輪・にじのはし幼稚園で引き続き実施し
ます。
区民向けに配布しているパンフレット等に
サポート保育の説明を加え、よりわかりや
すく周知を図ります。

引き続き安定したひろば事業を実施しま
す。
子育て・家族支援者養成については認定者
増をめざし、支援者のスキルアップを目指
します。

うさちゃんくらぶと高輪地区うさちゃんく
らぶを実施し、引き続き適切な情報提供及
び仲間作りを行います。各々年12回（１回
２コース）継続予定。

【芝地区総合支所管理課】
引き続き関係機関との連携を図り、神明子
ども中高生プラザで乳幼児と保護者が気軽
に参加できる事業を充実していきます。

【麻布地区総合支所管理課】
引き続き事業等を実施します。

【赤坂地区総合支所管理課】
引き続き事業を実施します。

【高輪地区総合支所管理課】
引き続き内容の充実を図り、事業を実施し
ていきます。

【芝浦港南地区総合支所管理課】
館たよりやホームページで事業の周知を図
り、支援事業の内容を充実させて、乳幼児
親子の交流の場となるように実施します。

認可保育園の入所待機期間中に、認証保育所に入所している児童の保護者を対
象に、保護者の所得税額により補助金額を算定し、認証保育所保育料の一部を
補助しました。
子ども・子育て支援新制度の開始に合わせて、助成制度の見直しを行いまし
た。

【高輪地区総合支所管理課】
児童館等で乳幼児や保護者向けの支援事業を推進し、保護者同士の交流活動を
促進しました。また、地域の子育てサークルへの支援を行いました。

高輪・にじのはし幼稚園で引き続き実施しました。
年間利用者は横ばいに推移していますが、一時利用者が急増しているため、今
後も保育ニーズが見込まれます。
募集要項にサポート保育の説明を加え、周知を図りました。

平成26年度は「うさちゃんくらぶ」月２回、「高輪地区うさちゃんくらぶ」月
２回を実施。参加者の延べ人数は合わせて521組1,217名でした。

毎月８回広場コンシェルジュを配置したことにより、親子ふれあい広場での講
座運営が円滑になりました。
まちづくり支援プロデューサーによる講座を毎月１回親子ふれあい広場で行
い、利用者とコミュニケーションを図りました。

協力会員を増加させるよう、区立小・中学校にチラシを配布するなどPRに努め
ました。
また、研修時間を夕方・夜間に設定することにより、出席率向上と内容の充実
を図りました。

安定した事業運営を行い、多様なライフスタイルに対応する支援としてPRしま
した。

安定したひろば事業運営を実施しました。
子育て・家族支援者養成については認定者増に努めてきました。また、通常の
バックアップ研修に加え、子育てコーディネーター事業実施に伴い子育てコー
ディネーター養成講座を実施し、スキルアップを図りました。

【芝浦港南地区総合支所管理課】
児童館等における乳幼児とその保護者を対象として、多彩なプログラムを実施
し、保護者同士の交流や子育て支援に関する情報交換の場として実施しまし
た。
また、関係機関の協力のもと、保健師や保健所の各講師による講話をはじめ、
企業等の協力による事業も取り入れ、プログラムの充実を図り実施しました。

【麻布地区総合支所管理課】
児童館、子ども中高生プラザ及び学童クラブにおいて、おまつりや地域と連携
して行う事業の実施、地域懇談会を開催しました。

【赤坂地区総合支所管理課】
関係機関との連携を図り、保護者同士の交流活動を促進しました。

【芝地区総合支所管理課】
神明子ども中高生プラザでは、乳幼児と保護者向けに年齢別の事業「キッズラ
ンド」を定期的に行っています。年齢が近い子どもと保護者が集まるため、そ
の年齢特有の悩み事などを話すことができ、保護者同士が交流しやすい場と
なっています。
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事業内容事業名

２　安心して子育て
できる環境づくり

２　地域ぐるみの子
育て・子育ち環境の
支援・整備

63 地域在宅子育て支援制度
【各総合支所管理課】

64 地域での子育て支援事業の
充実
【教育委員会事務局学務課】

幼稚園での保育内容の充実、小・中学校と連
携した教育に取り組みます。

65 家庭教育学級の充実
【子ども家庭課】
【教育委員会事務局生涯学
習推進課】

６～12ヵ月児、１歳児、２～３歳児の子ども
の保護者を対象に年齢別にコースを設定し、
家庭での教育や子育てについて学習する講座
を開催します。

66 麻布地区子育て支援
【麻布地区総合支所協働推
進課】

※平成24年度から他の事業
へ統合

地域の子育て情報を提供することで、ゆとり
を持った楽しい子育てができるように応援し
ます。具体的にはNPOとの協働で、子育てに
役立ち便利な情報を満載した冊子を対象年齢
別に作成し、麻布地区で子育て中のおかあさ
ん、おとうさんに配布し子育てを応援しま
す。ホームページに掲載し、データを更新し
ます。編集者として子育て終了直後のおとう
さん、おかあさんにお願いする予定です。

妊娠時から地域の保育園に登録を行い、出産
前からかかりつけ園として気軽に相談した
り、保育園見学や育児体験を通して、孤立せ
ずに子育てができます。また、在宅子育て家
庭の親子を対象に、育児不安の解消を図るた
めに、育児相談を受け、子育て情報を提供で
きる「園庭開放」「保育園であそぼう」「み
なとっこ」等の事業を推進します。

目
標
２
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る
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

【芝地区総合支所管理課】
区立保育園３園で引き続き「保育園であそ
ぼう」「みなとっこ」「園庭開放（神明保
育園のみ）」を実施していきます。引き続
き、チラシや広報、ホームページ等を活用
し、事業の周知を図り事業を行います。

【麻布地区総合支所管理課】
引き続き広報やホームページ、施設情報紙
等情報媒体を利用し、事業の周知を図り、
登録者人数を増加させます。

【赤坂地区総合支所管理課】
赤坂管内区立保育園３園で引き続き「保育
園であそぼう」「みなとっこ」を実施し、
引き続き事業の周知に努めます。

【高輪地区総合支所管理課】
引き続き広報やホームページ、施設情報紙
等を活用し、事業の周知を図り、登録者人
数を増加させます。

【芝浦港南地区総合支所管理課】
広報やホームページ等で地域の在宅子育て
家庭への事業の周知を図り、新規登録者や
参加者の拡大につなげ、支援の場として推
進していきます。

親子や地域の人の参加を促し、一緒に楽し
める遊びの内容を充実していきます。
未就園児の会では、在園児と交流する機会
を増やし、外部講師によるイベントへの参
加など多様な場面を設定する予定です。各
幼稚園での工夫を凝らした運営により、未
就園児対策を図ります。

【子ども家庭支援センター】
子ども家庭支援センターで世代間の子育て
を応援する講座や父親向け子育て講座等を
実施します。

【教育委員会事務局生涯学習推進課】
保護者の家庭教育の充実を図ります。

【子ども家庭支援センター】
子ども家庭支援センターでのわくわく子育てセミナー「こうしたいのに、こう
ならない～現実と"理想"のギャップを考える～」や「今こそ　孫育て」等の講
座を実施しました。

【芝浦港南地区総合支所管理課】
ホームページや園だよりで事業の紹介を行い参加者の拡大に努めました。ま
た、みなとっこ登録者を保育園の行事に招待して、保護者同士の交流の場にな
るようにしました。

・みなとっこ登録者数：453名
　　こうなん保育園：112名　台場保育園:35名　こども園:239名
　　たかはま保育園：67名

・保育園であそぼう
　実施回数：44回
　　こうなん保育園：12回　 台場保育園:９回　こども園:11回
　　たかはま保育園：12回

　参加人数：1,443名
　　こうなん保育園：346名　台場保育園:143名　こども園:320名
　　たかはま保育園：634名

【赤坂地区総合支所管理課】
赤坂管内区立保育園３園で引き続き「保育園であそぼう」「みなとっこ」を実
施し、事業の周知に努めました。

区立幼稚園において、親子や地域の方の交流の場として、未就園児の会や園庭
開放を行いました。
園庭開放はほぼ毎日、また、未就園児の会は各幼稚園で月１、２回～週１、２
回程度継続して開催しており、年間での合計は300回以上となりました。

【教育委員会事務局生涯学習推進課】
利用者に対するアンケート調査や、運営事業者への第三者評価等の結果を踏ま
え、事業の一層の充実に努めました。

【麻布地区総合支所管理課】
チラシや広報、ホームページ等を活用し、事業の周知を図り、事業を実施しま
した。

みなとっこ登録者
麻布：82名、飯倉：69名、南麻布：24名、西麻布：32名、本村：53名　合計：
260名(平成27年３月登録数）

【芝地区総合支所管理課】
チラシや広報、ホームページ等を活用し、事業の周知を図り、事業を実施しま
した。

みなとっこ登録者
芝：73名、芝公園：47名、神明：29名　合計：149名

【高輪地区総合支所管理課】
広報やホームページ、施設情報紙等情報媒体を利用し、事業の周知を図り、登
録者人数を増加させました。高輪管内でも３園で335名（平成27年２月現在）の
登録があります。
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事業内容事業名

２　安心して子育て
できる環境づくり

２　地域ぐるみの子
育て・子育ち環境の
支援・整備

67 子育てあんしんプロジェクトの
実施
【芝浦港南地区総合支所区
民課】

保健師・助産師・栄養士によるプロジェクト
チームが地区内の６つの施設を会場に、子育
てに関するノウハウを提供し、個別の相談を
中心とした事業を実施して、子育ての不安や
悩みを解消することで、地域の子育て環境を
つくります。

68 子育て王国基金の運営実施
【人権・男女平等参画担当】

安心して子育てできる環境を整備する事業に
対し、基金を充当します。

３　子どもの居場所
づくり

69 児童館･児童施設、学校施設等を利用して、
放課後等に児童が安全・安心に活動できる居
場所づくりを推進します。

３　ひとり親家庭へ
の支援

１　ひとり親家庭へ
の支援

70 ひとり親家庭等医療費助成
【子ども家庭課】

所得限度額未満のひとり親家庭の父または母
もしくは養育者と15歳～18歳のその児童を対
象に、医療費の自己負担分の一部を助成しま
す。

放課後等の居場所づくりの推
進
【子ども家庭課】
【各総合支所管理課】
【教育委員会事務局生涯学
習推進課】
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

地区内９施設との連携により、年間94回の
開催を予定しています。引き続き子育ての
不安や悩みを保健師等の専門職と相談でき
る環境を維持し、保護者同士の交流の場に
していきます。また、今年度より臨床心理
士が加わり、子どもの発達相談、母の気持
ちの相談等対応していきます。

基金充当事業を検討し、仕事と子育ての両
立を推進します。

【子ども家庭課】
平成26年度の入会希望の多い麻布・芝浦地
区で、緊急暫定学童クラブ事業の拡大実施
を行います。その他の地域でも学童クラブ
需要の増大に対応するため準備を行いま
す。

【芝地区総合支所管理課】
引き続き神明子ども中高生プラザ、放課GO
→クラブしば・おなりもん学童クラブで児
童が安全･安心に活動できる居場所づくりを
推進します。

【麻布地区総合支所管理課】
引き続き開設に向けて準備を進めていきま
す。

【赤坂地区総合支所管理課】
引き続き、安全・安心した施設利用に向
け、職員の研修や、地域と連携、連絡を図
ります。

【高輪地区総合支所管理課】
引き続き児童館・児童施設、学校施設等を
利用して、放課後等に児童が安全・安心に
活動できる居場所づくりを推進します。

【芝浦港南地区総合支所管理課】
引き続き児童館･児童施設、学校施設等を利
用して、放課後等に児童が安全・安心に活
動できる居場所づくりを推進します。
平成26年度開設の芝浦緊急暫定学童クラブ
の運営を子ども家庭支援部と連携してサ
ポートします。
また、次年度の申込者増を想定し、子ども
家庭支援部と検討して、子どもの安全・安
心な居場所づくりを確保します。

【教育委員会事務局生涯学習推進課】
利用者等の意見を踏まえるなど運営の充実
を図ります。

ひとり親家庭の父または母の利用が一部に
偏ることのないように要綱・要領の見直し
を行い、ひとり親家庭に広く周知し、適切
に利用できるように引き続き努めます。

ひとり親家庭の父または母が偏らずに制度の利用ができるよう、要綱・要領の
見直しや周知方法の改善の検討を行いました。

平成26年度末受給者数　1,449名

地区内９施設との連携により、年間94回開催しました。引き続き子育ての不安
や悩みを保健師等の専門職と相談できる環境を維持し、保護者同士の交流の場
の継続に努めています。また、プロジェクトチームに臨床心理士が加わり、子
どもの発達や母の気持ち等の相談に対応し助言など行いました。

【子ども家庭課】
年度当初から予定していた麻布子ども中高生プラザ内学童クラブなどの開設に
加え、次の取組により、平成27年度定員を892名拡大（62％増）し、2,323名と
しました。

①既存の児童館、子ども中高生プラザ、放課GO→クラブ、緊急暫定学童クラブ
　における定員拡大の可能性を検討し、改修等を行ったうえで、５施設の学童
　クラブの定員拡大を実施しました。

②民間ビルの借上げ等により、新たに緊急暫定学童クラブを３施設開設しまし
　た。

③新たに放課GO→クラブあおやまを開設しました。

【赤坂地区総合支所管理課】
安全・安心した施設利用に向け、職員の研修や、地域と連携、連絡を図りまし
た。

【麻布地区総合支所管理課】
麻布子ども中高生プラザにおいて、学童クラブを設置し、放課後等に児童が安
全、安心に活動できる居場所づくりを実施しました。

【芝浦港南地区総合支所管理課】
児童館・児童施設、学校施設等を利用して、放課後等に児童が安全・安心に活
動できる居場所づくりを推進しました。
子ども子育て新制度（平成27年度４月実施）のため、定員拡大の改修工事を行
いました。（プラリバ120名、緊急暫定芝浦学童クラブ200名の定員拡大）

・一般児童（０歳～18歳）利用人数
　　台場児童館：21,653名　あいぷら：41,156名　プラリバ：67,514名
　
・学童クラブ利用人数
　　台場児童館（定員95）：11,933名　あいぷら（定員132）：22,287名
　　プラリバ（定員240） ：39,114名
    放課GO→クラブしばうら（定員30）：5,674名
　　芝浦学童クラブ（定員40）：4,496名

【芝地区総合支所管理課】
神明子ども中高生プラザ、放課GO→クラブしば・おなりもんにおいて、学童ク
ラブを設置し、放課後等に児童が安全、安心に活動できる居場所づくりを実施
しました。

【教育委員会事務局生涯学習推進課】
利用者に対するアンケート調査や、運営事業者への第三者評価等の結果を踏ま
え、事業の一層の充実に努めました。

基金充当事業を検討し、１事業を基金充当事業としました。
　子どもメール相談事業（子ども家庭支援センター）

仕事と子育ての両立支援及び子どもたちの健やかな育ちを支えるための事業に
係る積立金として、新たに５億円積み立てました。

【高輪地区総合支所管理課】
児童館、学校施設等を利用して放課後等に児童が安全、安心に活動できる居場
所づくりを推進しました。

39



事業内容事業名

３　ひとり親家庭へ
の支援

１　ひとり親家庭へ
の支援

71 ホームヘルプサービスの充実
【子ども家庭課】

小学生以下のひとり親家庭の父又は母への育
児・家事援助サービス。月12回7:00～22:00
までの間の１日８時間上限で実施します。

72 休養ホーム事業の実施
【子ども家庭課】

18歳未満の児童を養育するひとり親家庭に日
帰りや宿泊のレジャー施設の補助を行いま
す。

73 民間住宅あっせん事業の実
施
【子ども家庭課】

民間賃貸住宅に居住し、立ち退きを要求され
ている18歳未満の児童を扶養するひとり親家
庭に対して一定の条件のもと礼金もしくは仲
介手数料の実費負担額（限度額あり）を助成
します。

74 児童育成手当等の支給
【子ども家庭課】

育成手当を18才に達した日以後の最初の３月
31日までの児童を扶養するひとり親家庭に支
給します。また、障害手当を20才未満で障害
のある児童を扶養する家庭に支給します。な
お、都の制度に基づく支給要件・支給制限が
あります。

75 母子生活支援施設入所実施
【子ども家庭課】

生活困窮等その他の理由で援助が必要な母子
家庭（子どもは18歳以下）に対して相談のう
え、空き状況を判断して入所の決定を行いま
す。

76 母子福祉資金の貸付
【子ども家庭課】

母子家庭に対して生活・就学・修学等に対し
て必要な資金の貸付を行います。（限度額あ
り）

77 女性福祉資金の貸付
【子ども家庭課】

母子家庭・女性等に対して生活・就学・修学
等に対して必要な資金の貸付を行います。
（限度額あり）

78 児童扶養手当の支給
【子ども家庭課】

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を
支援し、児童の福祉の増進を図ります。な
お、国の制度に基づき支給します。

79 ひとり親（父子）家庭支援助成
【子ども家庭課】

※平成22年に児童扶養手当
の対象となり、事業終了

ひとり親（父子）家庭等の生活の安定と自立
の促進を支援し、児童の福祉の増進を図りま
す。

80 ひとり親就労支援の実施
【子ども家庭課】

ひとり親家庭の父または母の就労の支援をし
ます。

81 母子のみ対象事業の父子へ
の拡大
【子ども家庭課】

※平成22年に児童扶養手当
の対象となり、事業終了

母子のみ対象事業を父子へも拡大するよう検
討します。また、国等関係機関へ対象の拡大
を要望していきます。
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

ドメスティック・バイオレンス被害者・ひ
とり親家庭の自立支援のため、適正かつ有
効な使用方法により事業を進めます。

23区中、区でこの事業を行っているのは港
区を含め９区です。経済状況等にも幅が広
いことが予想される「ひとり親家庭」でど
のようなレクリエーション内容、提供方法
が妥当か検討していきます。

住宅あっせんの対象が限られており、家庭
相談センターでは緊急時に入所可能な施設
で対応できているため、事業内容について
の見直しと検討を行います。

適正な審査とともに、手当の円滑かつ迅速
な交付に努め、ひとり親家庭の生活を支援
します。また、広く制度を周知し、適切に
利用できるように努めます。

継続して、利用者のニーズを考え的確な施
設を選択し、ドメスティック・バイオレン
ス被害者やひとり親家庭の生活の安定を図
ります。

正確で迅速な申請受理に努め、制度を必要
とする家庭へ支援をします。また、貸付金
償還が遅れている該当者への督促状送付や
催告通知を実施し適正な債権管理を行いま
す。

正確で迅速な申請受理に努め、制度を必要
とする家庭へ支援をします。また、貸付金
償還が遅れている該当者への督促状送付や
催告通知を実施し、適正な債権管理を行い
ます。

助成金の交付にあたっては、引き続き、適
正な審査とともに、手当の円滑かつ迅速な
処理に努めます。また、広く制度を周知
し、適切に利用できるように努めます。

引き続き、ハローワーク等関係施設との良
好な連携体制の下、情報の提供など支援を
充実します。

平成26年度は新規登録52件（ドメスティック・バイオレンス世帯１）でした。

宿泊、日帰り合わせて年間1,363名が利用しました。
また、需要の多い日帰り施設を充実させるなど、平成27年度からの改善に向け
て、内容、提供方法等を検討しました。

家庭相談センターでは立ち退きを迫られている場合の対応施設が充実している
ため、住宅あっせん事業の実績はありませんでした。事業要綱の内容が明確で
はなかったため、高齢者支援課、障害者福祉課、子ども家庭課で検討し要綱の
一部改正をし、平成27年４月１日より施行となりました。

適正な審査とともに、手当の円滑かつ迅速な交付に努めました。

平成26年度末受給者数　1,554名

引き続き、ハローワーク等関係施設との良好な連携体制の下、事業を運営しま
したが、就労希望者がなく実績はありませんでした。

事業を通じてドメスティック・バイオレンス被害者及びひとり親家庭の生活安
定を支援しました。平成26年度はドメスティック・バイオレンスでの保護件数
が11件でした。

技能習得１件、転宅１件、生活４件、修学116件、修学支度10件合計132件、
80,283,040円の貸付を実施しました。

生活１件、修学資金10件の合計11件の貸付を実施しました。

適正な審査とともに、手当の円滑かつ迅速な交付に努めました。

平成26年度末受給者数　1,108名
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事業内容事業名

４　高齢者・障害者
への自立支援・介護
の社会化の推進

１　高齢者・障害者
への自立支援

82 高齢者の仕事の確保と就業
の拡大
【保健福祉課】

技術や働く意欲がある高齢者に男女を問わず
平等にその能力を活用する機会をシルバー人
材センターにより提供していきます。

83 障害者の就労自立支援
【障害者福祉課】

障害者の自立を図ることを目的に、NPO法人
みなと障がい者福祉事業団により就労支援事
業を実施します。

84 老人クラブの育成と運営助成
【各総合支所協働推進課】
【保健福祉課】

高齢者が地域社会と一体となり活動する自主
的団体である老人クラブを育成し、その運営
を助成するため、会員数に応じた助成金を交
付します。

85 福祉会館等での高齢者のい
きがいづくりの応援
【各総合支所管理課】

敬老室や和室を60歳以上の人に開放し、健康
の保持・増進につながる各種事業を実施しま
す。
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

活動（就業やボランティア活動など）を通
して、生きがいづくりの支援や地域社会の
活性化を図る公益社団法人港区シルバー人
材センターを支援します。
おおむね55歳以上の人を対象とした就業支
援窓口(無料職業紹介所）「アクティブシニ
ア就業センター」の運営を支援します。

引き続き身近な地域で障害者の就労面と生
活面の支援を一体的に提供することによ
り、障害者の一般就労を促進することを目
的とし、NPO法人みなと障がい者福祉事業団
により就労支援事業を実施します。

【芝地区総合支所協働推進課】
引き続き、老人クラブの活動支援・育成を
通じて高齢者の生きがいづくりを支援しま
す。

【麻布地区総合支所協働推進課】
引き続き、老人クラブの活動支援・育成を
通じて高齢者の生きがいづくりを支援しま
す。

【赤坂地区総合支所協働推進課】
引き続き、老人クラブを支援します。

【高輪地区総合支所協働推進課】
引き続き、老人クラブの活動が充実するよ
うに支援・育成に取り組み、高齢者の生き
がいづくりを支援します。

【芝浦港南地区総合支所協働推進課】
引き続き、運営助成を通して、老人クラブ
の育成を支援します。

【保健福祉課】
老人クラブ活動を通して、高齢者の生きが
いづくりを支援します。

【芝地区総合支所管理課】
引き続き敬老室や和室を60歳以上の人に開
放し、健康の保持・増進につながる各種事
業及び三田、神明、虎ノ門いきいきぷらざ
にて高齢者のためのさまざまな事業を実施
します。

【麻布地区総合支所管理課】
改築した施設（西麻布・ありすいきいきプ
ラザ）の特徴を生かした事業を展開し、利
用者の更なる獲得を図ります。

【赤坂地区総合支所管理課】
引き続き、多様な要望を取り入れ、新規利
用者の獲得と地域コミュニティの定着を図
ります。

職業相談や就職準備、職場実習等の就労支援を行うことで、平成26年度は21名
が一般就労しました。就職前後の不安と悩み解消や就業後の時間帯や休日等の
過ごし方等の相談を行い、日常生活と職業生活が安定的に送れるよう支援に努
めました。

港区シルバー人材センターの契約金額は、前年度比3.9％増で、677,226,837円
でした。
就業延日人員は、前年度比1.2％減で、143,101名でした。
アクティブ就業支援センターの新規求職者数は1,116名、就職者数297名、就職
率は26.6％でした。
港区シルバー人材センター、しごと*55(アクティブシニア就業センター)に運営
費、事業費の補助金を支出しました。

【保健福祉課】
高齢者が地域社会と一体となり、自主的な活動をする区内の52の老人クラブ及
び港区老人クラブ連合会に対して助成金を交付し、その活動を支援しました。

【麻布地区総合支所協働推進課】
麻布地区内の老人クラブ10クラブのうち、女性会長は４名です。
（補助金：306千円×２、330千円×７、165千円×１　計3,087千円）

【赤坂地区総合支所協働推進課】
７団体、2,190千円の助成をしています。
・赤坂親和会（70名）：男性19名、女性51名
・赤坂和合会（69名）：男性９名、女性60名
・青山常盤会（70名）：男性５名、女性65名
・青山富士見会（41名）：男性10名、女性31名
・福寿会（45名）：男性17名、女性28名
・青山あすなろクラブ（47名）：男性24名、女性23名
・青山みどり会（33名）：男性９名、女性24名

総計375名（うち正会員数323名。男性90名（28％）、女性233名（72％））
会長は、男性４名、女性３名です。

【芝地区総合支所協働推進課】
芝地区の老人クラブ15団体に対して運営の支援、育成をしました。
（助成：372千円×２団体、330千円×８団体、306千円×５団体　計4,914千
円）

会長の性別：男性11名、女性４名

【芝地区総合支所管理課】
芝地区いきいきプラザ３館（三田・神明・虎ノ門）において高齢者のいきがい
づくり、介護予防事業、健康づくりにつながるさまざまな事業を実施しまし
た。

【麻布地区総合支所管理課】
団塊世代、男性の利用促進につながる事業（男性向け料理教室、ゴルフスコア
アップ、スマートフォン等教室等）、土曜及び夜間に行う教室等を実施しまし
た。また、世代間交流事業や、さわやか体育祭など地域交流フェスティバルを
開催し、多数の人の参加を得ました。

【赤坂地区総合支所管理課】
多様な要望を取り入れ、新規利用者の獲得と地域コミュニティの定着を図りま
した。

【高輪地区総合支所協働推進課】
会員数に応じた助成金を交付し、老人クラブの運営を支援、育成に取り組みま
した。

・団体数：８団体
・女性会長：５名
（平成27年３月31日現在）

【芝浦港南地区総合支所協働推進課】
12団体に対し、3,840千円を助成しました。
（330千円×７団体、306千円×５団体）

老人クラブ12団体のうち、女性会長４名
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事業内容事業名

４　高齢者・障害者
への自立支援・介護
の社会化の推進

１　高齢者・障害者
への自立支援

85 福祉会館等での高齢者のい
きがいづくりの応援
【各総合支所管理課】

敬老室や和室を60歳以上の人に開放し、健康
の保持・増進につながる各種事業を実施しま
す。

86 精神障害者地域生活支援セ
ンター事業の実施
【障害者福祉課】

精神障害者への日常生活の支援や相談、地域
交流活動などを行い、社会復帰及び社会参加
を促進し、自立を支援します。

87 健康手帳の交付
【健康推進課】

健康管理に必要な事項を記録し、健康保持・
増進に役立てるため、30歳以上の希望者と40
歳以上の人に交付します。

88 家庭訪問指導の実施
【各総合支所区民課】

心身の健康に関する不安、悩みがある人及び
家族を対象に家庭訪問をします。病気の予防
や療養方法の指導、栄養指導を行い健康の保
持・増進を図ります。

89 高齢者の健康保持増進のた
めの各種事業の実施
【高齢者支援課】

転倒予防教室、健康トレーニング事業、水中
トレーニング事業、筋力向上トレーニング事
業、いきいき健康講座、男性のための料理教
室、地域型認知症予防事業等の介護予防事業
を行い、高齢者の健康増進、介護予防等に役
立てます。

90 自立訓練（機能訓練）事業の
実施
【障害者福祉課】

在宅で18歳以上の身体障害がある人に対し、
障害保健福祉センターで、半日又は１日単位
の通所により、利用者の自立及び社会参加の
促進を図る事業（創作的活動、機能訓練、社
会適応訓練 など）を実施することで健康の
保持増進をします。

目
標
２
　
ワ
ー
ク
・
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・
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る
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

【高輪地区総合支所管理課】
引き続き指定管理者による、多様な利用者
の拡大とサービスの充実を目指します。

【芝浦港南地区総合支所管理課】
引き続き多様な利用者の拡大とサービスの
充実を目指して事業を推進します。

創作・レクリエーション事業を充実して社
会参加の支援を充実します。また、SST、PC
講座等生活・職業技能の向上の支援を図り
ます。地域で生活するためのサービス利用
計画支援等を充実し、相談支援を強化しま
す。

引き続き、健康保持・増進に役立てるた
め、20歳以上に交付します。

【芝地区総合支所区民課】
区民の健康問題に対し、継続的に健康相談
が実施できるように、関係機関との連携を
図り支援します。

【麻布地区総合支所区民課】
引き続き相談の内容により、適宜、関係機
関と連携を図り、適切な保健指導を実施し
ます。

【赤坂地区総合支所区民課】
引き続き相談の内容により、関係機関と連
携を図り、適切な家庭訪問指導を実施しま
す。

【高輪地区総合支所区民課】
心身の健康に関する不安、悩みがある人及
び家族を対象に家庭訪問をします。病気の
予防や療養方法の指導、栄養指導を行い健
康の保持・増進を図ります。

【芝浦港南地区総合支所区民課】
相談の内容により、関係機関と連携を図
り、適切な保健指導を実施します。

引き続き、元気づくり事業の一層の周知を
行い、参加促進を図ります。介護予防総合
センターの開設とともに、参加者の更なる
拡大を目指します。参加が少ない男性の参
加促進を図ります。
認知症の進行の予防と早期発見を目的とし
た新規事業（みんなとオレンジカフェ）を
実施します。

平成25年度にコース設定を変更したことを
受け、平成26年度は、新たなコース設定の
下で着実に事業を実施するとともに、利用
者が固定化する傾向にあるなか、新規利用
者の拡大を図っていくための取り組みを進
めていきます。

保健所や、各地区総合支所等窓口での配布及び骨粗しょう症検診の受診者へ配
布しました。（配布数2,873部）

本登録者の延べ利用者数は5,507名でした。毎月定期的に実施する創作・レクリ
エーション事業は10講座、年間延べ1,184名が参加しました。
生活・職業技能の向上のための各種教室・プログラムは11講座、年間延べ5,402
名が参加しています。サービス等利用計画支援については、約20名の支援を
行っています。

障害者総合支援法による機能訓練事業については、利用者のニーズに合わせ、
新たなコース設定のもとで、事業を実施しました。また、区の単独事業であ
る、機能訓練事業では、障害のある学齢児、重複障害者及び言語障害者に対し
て、機能の維持回復を図り、日常生活において、より自立し、社会生活が充実
したものとなるよう、各種訓練（学齢児機能訓練、重複障害者機能訓練、言語
訓練）を実施しました。

【高輪地区総合支所管理課】
平成23年度から、いきいきプラザとして指定管理施設となり、民間事業者が専
門性やノウハウを生かした運営をしています。
祝日・12月28日・１月４日も開館するようにし、介護予防事業等を充実させて
います。

広報で二次予防事業としての「みんなと元気塾」について周知を行いました。
元気づくりガイドブックの作成、配布を行いました。12月の介護予防総合セン
ター開設とともに、みんなと元気塾参加者が平成25年度744名から、平成26年度
865名に拡大しました。
認知症の進行の予防と早期発見を目的とした新規事業（みんなとオレンジカ
フェ）を５か所で43回実施しました。

【芝浦港南地区総合支所管理課】
利用者の状況を把握し、施設の特性（アクアルーム）を生かした事業、健康・
生きがいづくりの各種講座、外出などの事業を幅広く実施しました。その他、
関係機関と連携を取りながら、介護予防運動等も実施しました。
事業については、カラフルなポスターを作成し館内掲示を行うとともに、利用
者拡大のため、広報みなと、毎月発行している館だより、ホームページ等でわ
かりやすく周知しました。

【芝浦港南地区総合支所区民課】
適宜、関係機関と連携を図り、適切な保健指導を実施しました。

【芝地区総合支所区民課】
区民の心身の健康について、訪問・面接・電話等により保健相談や保健指導を
実施し、必要時継続的に相談支援を行いました。また必要時、関係機関と連携
をとり、適切な支援を受けることができるよう調整を行いました。

家庭訪問数：269（平成26年度）
電話相談数：557（平成26年度）
面接相談数：622（平成26年度）

【麻布地区総合支所区民課】
適宜、関係機関等と連携を図りながら、適切な保健指導を実施しました。

【赤坂地区総合支所区民課】
相談の内容により、関係機関と連携を図りながら、家庭訪問指導を実施しまし
た。

平成26年度実績：259件

【高輪地区総合支所区民課】
心身の健康に不安や悩みのある人をはじめ、高齢者や、障害児等で精神疾患の
ある家族がいる場合には、高齢者相談センターや子ども家庭支援センター等の
関係機関と連携し、家庭訪問等を行い、健康状態や生活環境を把握し、今後の
生活に必要な支援を行いました。
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事業内容事業名

４　高齢者・障害者
への自立支援・介護
の社会化の推進

１　高齢者・障害者
への自立支援

91 会食サービスの実施
【高齢者支援課】

各福祉会館、各健康福祉館、台場高齢者在宅
サービスセンター及び芝浦アイランド児童高
齢者交流プラザで、週１回昼食を提供するこ
とにより、高齢者の健康維持の一助とすると
ともに利用者同士の交流を図ります。また、
栄養士による栄養指導・栄養相談も行いま
す。

92 配食サービスの実施
【高齢者支援課】

65歳以上のひとり暮らしや高齢者で食事作り
が困難な人に週７食まで自宅に食事を届け、
同時に安否確認を行います。

93 家事援助サービスの実施
【高齢者支援課】

家事等が困難で日常生活を営むのに支障があ
る、65歳以上のひとり暮しや高齢者のみの世
帯（要介護１～５の人を除く）にホームヘル
パーを派遣し、家事援助を行います。

94 通院支援サービスの実施
【高齢者支援課】

65歳以上の要介護１から５の認定を受けた通
院に介助が必要な人の医療機関内の待ち時間
に付き添いサービスを行います。

95 高齢者の地域におけるセーフ
ティネットワークの構築
【高齢者支援課】

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる
ように、地域で活動する様々な団体･関係機
関と区との連携を図り、総合的なセーフティ
ネットワークを構築します。

96 高齢者虐待防止・擁護者支
援事業の実施
【高齢者支援課】

高齢者虐待防止対策を実施していきます。
①高齢者虐待防止に向けた関係機関、関係者
　のスキルアップ及びネットワーク強化
②対象別啓発活動
③継続的介護家族支援
④介護家族の会を支援する人材の育成

２　介護支援 97 介護保険制度の普及・啓発
【介護保険担当】

介護保険制度やサービスの利用方法、サービ
ス事業者に関する情報を、啓発誌・窓口等で
提供し、区民が介護サービスを十分かつ適切
に利用できるよう取り組みます。

98 介護人材の確保・支援
【介護保険担当】

介護人材を確保するため区内の事業所で介護
に従事することを要件に介護の資格取得の助
成を行います。

99 施設入所介護サービスの充
実
【高齢者支援課】
【障害者福祉課】

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等
でサービスの充実を図ります。

目
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

引き続き、利用者の意見や要望を聞きなが
ら、より利用しやすいサービスとなるよう
努めます。
平成26年度も台場高齢者在宅サービスセン
ターのみ直営で実施し、他の施設（各いき
いきプラザ及び芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ）は地区毎の指定管理者が実施
します。

平成26年度はアンケート調査を実施し、利
用者の意見・要望を聞き、配食サービスの
向上に生かせるように努めます。

引き続き、要支援１・２の人については介
護保険サービスの優先利用を徹底するとと
もに、おおむね６か月毎の利用状況の調査
を行うことにより、区民に適した福祉サー
ビスが利用できるようになるよう努めま
す。

引き続き、高齢者の通院の機会を確保し、
家族介護者の負担も軽減できるよう努めま
す。

ネットワークの拡大のため、水道局やガ
ス、電気等のライフライン事業者と協定を
結ぶ予定です。
区民向け見守りのための講習会を開催しま
す。

引き続き、高齢者支援者向け研修を実施
し、対応能力の向上を図り、高齢者に対す
る虐待防止に努めます。また、地域ごとの
「介護家族の会」の運営支援を継続できる
ように、引き続き支援者育成の講座を実施
していきます。

各種啓発・情報冊子の発行・協力による普
及啓発を実施します。

「あったかいね！介護保険」 10,000冊
「あんしん介護保険」 6,000部
「ハートページ」（フリーペーパー）5,000
冊

パンフレット1,000部を作成し、制度の周知
に努めます。

【高齢者支援課】
引き続き、入所者の意見や要望を聞き、ま
た第三者評価（年１回）の結果を踏まえ、
より利用しやすいサービスの確保を図りま
す。

各種啓発・情報冊子の発行・協力による普及啓発を実施しました。

「あったかいね！介護保険」 　　　10,000冊
「あんしん介護保険」　　　　　　  6,000部
「ハートページ」（フリーペーパー）5,000冊

今後もあらゆる機会を捉え、介護保険法改正による新たなサービスも含め、介
護サービスを安心して受けられるよう周知に努めます。

「社会全体で支える」という介護保険制度の理念を盛り込んだパンフレット
1,000部を作成し、周知に努めました。

【高齢者支援課】
①介護保険で要介護１～５に認定され、特別養護老人ホームに入所した人に、
　入浴、食事、その他の日常生活の世話、健康管理等を実施しました。
　
②日常的に入所者の声を聴く姿勢を事業者全体でもち、意見箱、サービス評価
　アンケート、家族会の実施、日常的な会話を含め、寄せられた意見への対
  応、検討を行い、サービスの向上に取り組んでいます。（第三者評価）

　区内８施設　入所者711名

各いきいきプラザ等で週１回、家庭的でバランスのとれた食事を提供しまし
た。また栄養士による栄養指導、栄養相談を実施しました。

・延べ会食数
　平成25年度13,211食→平成26年度12,111食

試食会等を通じて、配食内容について実施業者と意見交換を行いました。

・利用者数
　平成25年度9,936名→平成26年度10,183名

・食数
　平成25年度171,795食→平成26年度177,136食

家事等が困難で日常生活を営むのに支障がある65歳以上のひとり暮らしや高齢
者のみの世帯（要介護１～５の人を除く）にホームヘルパーを派遣し、家事援
助を行いました。要支援の対象者に介護保険サービスの優先利用を進めまし
た。

・延べ派遣時間
　平成25年度15,239時間→平成26年度9,825時間

通院の機会を確保し、家族介護者の負担を軽減することができました。

・延べ利用者数
　平成25年度3,257名→平成26年度3,785名（平成27年３月31日現在）

ライフライン事業者（電気・ガス・水道）と、７月に協定を締結しています。
また、港区に本支店のある４つの信用金庫（さわやか、芝、城南、世田谷）、
港区が配達エリアとなる５つの生活協同組合（生活協同組合コープみらい、生
活協同組合パルシステム東京、東京南部生活協同組合、東都生活協同組合、23
区南生活クラブ生活協同組合）、港区新聞販売同業組合と３月に協定を締結
し、ネットワークを拡大しました。

①高齢者支援者向け事例検討研修を実施し、対応能力の向上に努めました。
　６回実施　104名参加
　
②講座内容の充実を図り、介護家族の会の支援者育成の講座を実施しました。
　基礎講座　　　　　１回（４日間）　41名参加
　フォローアップ講座１回（２日間）　８名参加
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事業内容事業名

４　高齢者・障害者
への自立支援・介護
の社会化の推進

２　介護支援 99 施設入所介護サービスの充
実
【高齢者支援課】
【障害者福祉課】

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等
でサービスの充実を図ります。

100 通所介護サービスの充実
【高齢者支援課】
【障害者福祉課】

高齢者在宅サービスセンター等の施設で高齢
者に対し、また障害保健福祉センター等で障
害者に対し、日常生活能力等の訓練を通所で
実施します。

101 ショートステイの充実
【高齢者支援課】
【障害者福祉課】

（短期入所生活介護）
特別養護老人ホーム等に１週間程度入所し
て、日常生活の世話や機能訓練を行います。
（短期入所療養介護）
介護療養型医療施設等に１週間程度入所し
て、必要な医療的処置及び日常生活の世話や
機能訓練を行います。
心身障害者の介護者が休養を取る際に、月に
７日以内、年間24日以内のショートステイ事
業が利用できます。

102 緊急一時保護の実施
【障害者福祉課】

在宅の常時介護を必要とする心身障害者がい
る家庭で、日常の介護者が緊急または一時的
理由で介護できないときなどに、応急的に障
害保健福祉センターで保護します。

目
標
２
　
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
推
進
す
る
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

【障害者福祉課】
利用者の意見や要望を聞きながら、より利
用しやすいサービスとなるよう努めます。

【高齢者支援課】
引き続き、利用者の意見や要望を聞き、ま
た第三者評価（年１回）の結果を踏まえ、
より利用しやすいサービスの確保を図りま
す。

【障害者福祉課】
自立生活を営むための支援をより効果的に
行えるよう、引き続き利用者の意見や要望
を聞きながら、より利用しやすいサービス
となるよう努めます。

【高齢者支援課】
引き続き、利用者の意見や要望を聞き、ま
た第三者評価（年１回）の結果を踏まえ、
より利用しやすいサービスの確保を図りま
す。

【障害者福祉課】
ショートステイ事業に関して、精神障害者
も対象に含めていくことについて、引き続
き検討を行うととともに、利用者の意見や
要望を聞きながら、より利用しやすいサー
ビスとなるよう努めます。

緊急一時保護事業を円滑に実施します。

【高齢者支援課】
①自宅で日常生活に支障のある人を対象に、高齢者在宅サービスセンター
　（８か所）において通所介護事業によるデイサービスを行いました。
　
②日常的に入所者の声を聴く姿勢を事業者全体でもち、意見箱、サービス評価
　アンケート、家族会の実施、日常的な会話を含め、寄せられた意見への対
　応、検討を行い、サービスの向上に取り組んでいます。（第三者評価）

【障害者福祉課】
障害保健福祉センターでは、ショートステイ事業に関して、精神障害者も対象
に含めていくことについて、引き続き検討を行いました。

平成26年度実績　1,487名

【高齢者支援課】
①介護保険で要支援・要介護１～５に認定され、特別養護老人ホームに短期間
　入所した人に、入浴、食事、その他の日常生活の世話、健康管理等を実施し
　ました。
　
②日常的に入所者の声を聴く姿勢を事業者全体でもち、意見箱、サービス評価
　アンケート、家族会の実施、日常的な会話を含め、寄せられた意見への対
　応、検討を行い、サービスの向上に取り組んでいます。（第三者評価）

・延べ利用者数
　平成25年度35,067名→平成26年度34,002名

在宅での介護者が、緊急または一時的な理由で介護できないときの、応急的な
保護を行いました。

平成26年度実績　160名

【障害者福祉課】
利用者の意見や要望を聞きながら、より利用しやすいサービスとなるよう努め
ました。

【障害者福祉課】
障害保健福祉センターでは、自立生活訓練を通じて、障害者が自立した生活を
行うための技術や知識を習得できるよう、自立生活に向けた支援を行いまし
た。

平成26年度実績　88名
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目標３ 人権の尊重と生涯を通じた健康を支援する 

１メディア等における性別に
よる差別解消への働きかけ 

課題１ 人権を尊重する意識の醸成と擁護 

１あらゆる暴力を防止するた
めの意識啓発・情報提供 

103 人権尊重に関する意識啓発 
104 セクシュアル・ハラスメント、デートＤＶに関する意識啓発 
105 ストーカー行為に関する意識啓発 
106 児童虐待に関する意識啓発 

107 教育現場でのセクシュアル・ハラスメントの予防と相談窓口での解決
108 女性・子ども・家庭の相談充実 
109 コミュニティカフェでの取組 
40 苦情・相談窓口の円滑な運営（再掲） 

２あらゆる世代におけるセク
シュアル・ハラスメントの予
防と解決 

110 ドメスティック・バイオレンスに関する意識啓発 
111 国際化に対応した多言語リーフレットの作成 
112 パンフレットの配布 

５保護体制の整備 

課題２ 配偶者等に対するあらゆる暴力の根絶 

１暴力防止教育と啓発 
責任項目５

108 女性・子ども・家庭の相談充実（再掲） 
113 ＤＶ被害者支援体制ネットワークの充実 
114 ＤＶ被害者地域ネットワークの構築 

２早期発見体制の充実 

122 母子等緊急一時保護所の確保、広域保護情報の充実 

131 区が発行する刊行物の表現の見直しと「ちょっと待った！そのイラス
ト」の活用 

132 ピンクチラシ、ビラ等の撤去対策 
133 メディアへの働きかけ 

課題３ メディアにおける人権の尊重 

３配偶者暴力相談支援センタ
ー機能の充実 責任項目６ 

115 相談から自立までの一貫した支援 
116 加害者更生プログラムの構築 
117 カウンセラーの配置 
118 カウンセラーの研修体制の充実 
119 相談員の質の向上 

125 二次被害防止体制の構築 
75 母子生活支援施設入所実施（再掲） 
76 母子福祉資金の貸付（再掲） 
77 女性福祉資金の貸付（再掲） 
78 児童扶養手当の支給（再掲） 

109 コミュニティカフェでの取組（再掲） 
120 ＮＰＯ、男女平等参画センターとの連携 
121 国際化に対応した相談体制 

４相談機能の充実 

６自立支援体制の整備 
責任項目７

123 住居の斡旋 
71 ホームヘルプサービスの充実（再掲） 
124 被害者へのカウンセリングの実施 

７安全で安心できる生活支援 

８就労支援の充実 80 ひとり親就労支援の実施（再掲） 

９子どものケア体制の充実 126 子ども家庭支援センター、児童相談所との連携 

10 関係機関・団体等との連
携・協力 

127 ＮＰＯと連携した他県との婦人相談員連携会議の活用 

128 相談員の研修の充実 
129 関係職員の研修 
130 関係機関・団体とのネットワーク化 

11 人材育成の推進 

２メディア・リテラシー及び情
報モラルの育成 134 メディア・リテラシー及び情報モラルについての広報・支援の実施 

課題４ リプロダクティブ・ヘルス／ライツの考え方に基づ
く生涯を通じた男女の健康支援 

１年代に応じた男女の健康づ
くりの支援 

135 広報、啓発等の実施 
136 健康教育の実施 
137 健康診査の実施 
138 各種がん検診の実施 
139 妊娠、出産、避妊、不妊等に関する情報提供 
140 性感染症等に関する情報提供 
141 母子健康手帳の交付と健康相談 
142 女性の健康に関する各種相談の連携 
143 母子健康教育 
144 妊産婦健康診査 
145 妊産婦・新生児訪問（こんにちは赤ちゃん） 
146 新米ママ健康相談  
147 養育支援訪問事業 
148 両親学級 

施策の方向 事業名 
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103 人権尊重に関する意識啓発
【人権・男女平等参画担当】

男女平等参画条例の基本理念は人権の尊重で
す。性同一性障害者を含むすべての人が性別
にとらわれず自分らしく生きることができる
地域社会をつくるために、広報紙等を活用し
て意識啓発をさらに進めます。

104 セクシュアル・ハラスメント、
デートＤＶに関する意識啓発
【人権・男女平等参画担当】
【人事課】
【教育委員会事務局指導室】

広報紙に啓発記事を掲載するとともに、男女
共同参画週間に合わせパネル展を開催しま
す。また、講座の開催やパンフレット等を配
布します。

105 ストーカー行為に関する意識
啓発
【人権・男女平等参画担当】

広報紙に啓発記事を掲載するとともに、男女
共同参画週間に合わせパネル展を開催しま
す。また、講座の開催やパンフレット等を配
布します。

106

２　あらゆる世代に
おけるセクシュア
ル・ハラスメントの予
防と解決

107 教育現場でのセクシュアル・
ハラスメントの予防と相談窓
口での解決
【教育委員会事務局指導室】

教育現場（校内）における服務研修等によ
り、セクシュアル・ハラスメントの予防に努
めます。
また、セクシュアル・ハラスメントに起因す
る問題が生じた場合には、教育委員会事務局
内に設けられている「セクシュアル・ハラス
メント防止委員会」が調査等苦情の処理にあ
たり、問題解決を図ります。

108 女性・子ども・家庭の相談充
実
【子ども家庭課】
【子ども家庭支援センター】
【人権・男女平等参画担当】
【教育委員会事務局指導室】

家庭相談センター（配偶者暴力相談支援セン
ター）において女性福祉相談・家庭相談を充
実します。また児童相談・教育相談等子ども
家庭支援センター、男女平等参画センター相
談室等各種相談体制を充実します。

事業内容事業名

児童虐待に関する意識啓発
【人権・男女平等参画担当】
【子ども家庭支援センター】

目
標
３
　
人
権
の
尊
重
と
生
涯
を
通
じ
た
健
康
を
支
援
す
る

本来子どもを守るべき大人から受ける児童虐
待は表面化しにくいため、広く地域住民や子
ども自身が権利侵害として認識し、適切な対
処ができるよう、啓発を進めます。

１　人権を尊重する
意識の醸成と擁護

１　あらゆる暴力を
防止するための意
識啓発・情報提供
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憲法及び人権週間記念講演と映画つどいや広
報みなと、ホームページを活用して啓発しま
す。

【人権・男女平等参画担当】
広報みなとに啓発記事を掲載するとともに、
男女平等参画週間や女性に対する暴力をなく
す運動期間に合わせてパネル展を開催しま
す。
区内学校を対象にデートDV防止のための出前
講座を行います。

【人事課】
セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハ
ラスメントの防止を含めたハラスメント防止
週間を設定し、全職員を対象とした注意喚起
を行うとともに、職場内研修を実施する等の
取組を継続します。

【教育委員会事務局指導室】
都や区で作成している普及啓発チラシを配布
し、幼稚園・小中学校におけるセクシュア
ル・ハラスメントの意識啓発を図ります。

広報みなとに啓発記事を掲載するとともに、
男女平等参画週間や女性に対する暴力をなく
す運動期間に合わせてパネル展を開催しま
す。

【人権・男女平等参画担当】
関係課、関係機関と連携を図りながら、さま
ざまな機会を捉えて啓発を行います。

【子ども家庭支援センター】
医療・保健機関、教育委員会をはじめとする
関係機関との連携を強化し、要保護児童等へ
の職員の対応力向上を図ります。
また、いじめ・児童虐待防止の啓発活動を関
係機関と協力して実施します。

園内・校内における服務研修を継続的に実施
するとともに、「セクシュアル・ハラスメン
ト防止委員会」の相談窓口について各園・各
校に周知徹底します。

【子ども家庭課】
DV被害者対策地域連絡会代表者会議を年１回
開催し、実務者会議を年２回開催して、関係
機関の連携を強化し、被害者対応をより迅
速・的確に行う体制を構築します。

【子ども家庭支援センター】
今後も相談等の件数は増加することが想定さ
れますが、適切に対応します。
また、平成26年度は、より身近に児童本人か
ら相談ができるよう、24時間相談を受け付け
る「みなと子ども相談ねっと」を開設しま
す。

【人権・男女平等参画担当】
あらゆる相談に応じ、関係機関に的確につな
げます。

平成26年度目標

【子ども家庭課】
DV被害者支援地域協議会代表者会議を１回、実務者会議を２回開催して、関係機
関での情報共有を実施し、連携を深めました。

平成26年度実施・進捗状況

【子ども家庭支援センター】
要保護児童対策地域協議会の実務者会議や研修を開催し、医療・保健機関、教育
委員会をはじめとする児童に関わる関係機関職員の要保護児童等への対応力向上
を図りました。
また、民生委員・児童委員、大学、東京都、教育委員会と合同の啓発キャンペー
ンや、東京都と共催で虐待防止講演会を実施し、いじめ・児童虐待防止の啓発を
行いました。

【子ども家庭支援センター】
相談については適切に対応しました。
また、平成26年７月から「みなと子ども相談ねっと」を開設し、児童本人からの
相談にも随時応じています。

憲法及び人権週間記念講演と映画のつどいや広報みなと、ホームページを活用し
て啓発しました。

・憲法週間記念講演と映画のつどい
　　平成26年５月13日（火）赤坂区民センター区民ホール　241名参加
　
・人権週間記念講演と映画のつどい
　　平成26年12月９日（火）赤坂区民センター区民ホール　150名参加

【人権・男女平等参画担当】
港区役所本庁と男女平等参画センター（リーブラ）で、女性に対する暴力防止強
化月間にパネル展を実施しました。そのほか、リーブラでは、企業向け出前講座
のメニューの１つにセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント予防及
び教育機関向けにデートDVの予防講座があり、平成26年度はハラスメント予防講
座として２件、デートDVの予防講座を２件実施しました。

広報みなとに啓発記事を掲載するとともに、男女共同参画週間や女性に対する暴
力をなくす運動期間に合わせてパネル展を開催しました。また、男女平等参画セ
ンターでは、デートDV予防講座の中でストーカー行為被害への対応や相談などに
関する内容を盛り込んで実施しました。

【人権・男女平等参画担当】
子ども家庭課、子ども家庭支援センター等関係機関と連携を図りました。男女平
等参画センターの出前講座のメニューとして児童虐待の対応について周知をいた
しましたが、実績はありませんでした。

【人権・男女平等参画担当】
男女平等参画センター相談室であらゆる相談に応じ、内容によっては家庭相談セ
ンター（配偶者暴力相談支援センター）等に的確につなげました。

【人事課】
セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止を含めたハラスメ
ント防止週間を６月中旬から月末までの２週間設定し、職員に周知と意識啓発を
図りました。
また、全職場で管理監督者による職場内研修を実施しました。

【教育委員会事務局指導室】
都や区で作成している普及啓発チラシを配布し、幼稚園・小中学校におけるセク
シュアル・ハラスメントの意識啓発を図りました。

園内・校内における服務研修を継続的に実施するとともに、「セクシュアル・ハ
ラスメント防止委員会」の相談窓口について各園・各校に周知徹底しました。
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事業内容事業名

１　人権を尊重する
意識の醸成と擁護

２　あらゆる世代に
おけるセクシュア
ル・ハラスメントの予
防と解決

108 女性・子ども・家庭の相談充
実
【子ども家庭課】
【子ども家庭支援センター】
【人権・男女平等参画担当】
【教育委員会事務局指導室】

家庭相談センター（配偶者暴力相談支援セン
ター）において女性福祉相談・家庭相談を充
実します。また児童相談・教育相談等子ども
家庭支援センター、男女平等参画センター相
談室等各種相談体制を充実します。

109 コミュニティカフェでの取組
【人権・男女平等参画担当】

家庭や職場での性差別や暴力、人間関係など
についての相談事業の実施のほか、気軽に男
女平等参画について学び、交流し、情報を発
信する場の提供を行ないます。

40 苦情・相談窓口の円滑な運
営（再掲）
【人権・男女平等参画担当】

区民、事業者からの男女平等参画に関する苦
情等に対して、解決に向け苦情処理委員とと
もに取り組みます。

２　配偶者等に対す
るあらゆる暴力の根
絶

１　暴力防止教育と
啓発

【責任項目５】

110 ドメスティック・バイオレンスに
関する意識啓発
【人権・男女平等参画担当】
【各総合支所区民課】
【子ども家庭課】

男女共同参画週間や女性に対する暴力をなく
す運動期間のパネル展、広報紙や男女平等参
画情報誌「オアシス」等を通じての啓発や情
報提供を促進します。

111 国際化に対応した多言語リー
フレットの作成
【子ども家庭課】

外国人のために家庭相談センター（配偶者暴
力相談支援センター）のパンフレットを作成
します。

目
標
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人
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平成26年度実施・進捗状況平成26年度目標

【教育委員会事務局指導室】
相談内容に応じて、関係機関との連絡・連携
を図っていきます。

事業終了（平成26年３月）

苦情等に対して適切に対処し、解決を図りま
す。

【人権・男女平等参画担当】
広報みなとに啓発記事を掲載するとともに、
男女共同参画週間や女性に対する暴力をなく
す運動期間に合わせてパネル展や啓発講座を
開催します。また啓発用品を各総合支所等で
配布し、さらに周知に努めます。

【芝地区総合支所区民課】
家庭相談センター・子ども家庭支援センター
と連携を図り対応していきます。
また、正しい知識の習得のため、積極的に研
修に参加することや、正確に情報収集し、適
切な対応ができるように努めます。
また、住民基本台帳法に基づくドメスティッ
ク・バイオレンス、ストーカー等に関する支
援措置事務について的確に処理していきま
す。

【麻布地区総合支所区民課】
引き続き、パンフレット等を配布し、情報提
供に努めるとともに、職員のドメスティッ
ク・バイオレンス理解の促進に努めます。

【赤坂地区総合支所区民課】
家庭相談センター・子ども家庭支援センター
と連携を図り、パンフレット等を配布するこ
とにより、情報提供に努めます。またドメス
ティック･バイオレンスに関する正しい知識
を習得するため、研修や講演会に積極的に参
加します。

【高輪地区総合支所区民課】
家庭相談センター・子ども家庭支援センター
等と連携、協力を図り、ドメスティック・バ
イオンレンス防止のパンフレットの配布やポ
スターの掲示による正しい知識の普及に努め
ます。

【芝浦港南地区総合支所区民課】
フロア案内業務での通訳により外国人にも適
切に業務案内を行うとともに、日本人と同様
に、区の男女平等・人権施策を理解し協力し
てもらうよう、支所区民課から発信していき
ます。

【子ども家庭課】
人権・男女平等参画担当、子ども家庭支援セ
ンターと連携し、ドメスティック・バイオレ
ンスの予防啓発事業に取り組みます。

DV等に関する手のひらサイズのリーフレット（英
語版）の作成･配布について検討します。

　
外国人向けの家庭相談センターパンフレットは在庫が十分あったため、平成27年
度に事業内容の見直しを行ったうえで、平成27年度の発行を検討することとしま
した。

【子ども家庭課】
男女平等参画センターでの講演で家庭相談センター（配偶者暴力相談支援セン
ター）のパンフレットを配布したほか、男女共同参画週間や女性に対する暴力を
なくす運動期間のパネル展の際にパンフレットを設置し、ドメスティック・バイ
オレンス予防の啓発に取り組みました。

【高輪地区総合支所区民課】
支援措置制度の案内をカウンターに設置しました。平成26年６月と９月にあった
総務省通知に基づいて、支援措置に関する事務の適正な執行の徹底について検討
をしました。

【芝浦港南地区総合支所区民課】
フロア案内業務での通訳により外国人にも適切に業務案内を行うとともに、日本
人と同様に、区の男女平等・人権施策を理解し協力してもらうよう、支所区民課
から発信に努めました。

【教育委員会事務局指導室】
相談内容に応じて、関係機関との連絡・連携を図りました。

【芝地区総合支所区民課】
家庭相談センター・子ども家庭支援センターと連携を図り対応しました。
また、正しい知識の習得のため、積極的に研修に参加することや、正確に情報収
集し、適切な対応ができるように努めました。
また、住民基本台帳法に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー等に
関する支援措置事務について的確に処理しました。

【麻布地区総合支所区民課】
ドメスティック・バイオレンスに関する啓発パンフレット等を窓口で配布して、
情報提供するとともに、担当者会を通じて、職員のドメスティック・バイオレン
スに関する正しい知識の習得に努めました。

【赤坂地区総合支所区民課】
パンフレット等の配布により、情報提供に努めました。研修や講演会は、業務の
状況により十分参加できませんでしたが、要保護児童対策実務者会議などにより
最新の情報の把握、連携に努めています。

苦情等申し出は１件でした。苦情処理委員が適切に対処しました。

【人権・男女平等参画担当】
男女平等参画センター（リーブラ）では、11月の女性に対する暴力をなくす運動
強化月間に合わせて、施設内でのパネル展示を行いました。特に、ドメスティッ
ク・バイオレンスやデートDVの定義、対応方法、予防策、相談を受けたときの寄
り添い方、専門機関へのつなぎ方など、当事者や周辺から支援できる方法などを
具体的に示す内容で展示しました。また、12月には、ドメスティック・バイオレ
ンス被害者に寄り添う立場に誰もがなりえる社会にあって実際にどのような理解
や情報をもっておくべきかを考える講座のほか、１月からは区民団体への助成事
業としてドメスティック・バイオレンス被害者の気持ちをメイクアップによりケ
アする講座も開催しました。
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事業内容事業名

２　配偶者等に対す
るあらゆる暴力の根
絶

１　暴力防止教育と
啓発

【責任項目５】

112 パンフレットの配布
【子ども家庭課】

家庭相談センター（配偶者暴力相談支援セン
ター）のパンフレットを作成し、配布しま
す。

２　早期発見体制の
充実

108

113 ＤＶ被害者支援体制ネット
ワークの充実
【子ども家庭課】

DVの被害女性への助言や支援、早期発見と速
やかな対応を行います。

114 ＤＶ被害者地域ネットワーク
の構築
【子ども家庭課】

DV地域ネットワークを立ち上げ、地域のなか
で生活するDV被害者の支援をしていきます。

３　配偶者暴力相談
支援センター機能の
充実

【責任項目６】

115 相談から自立までの一貫した
支援
【子ども家庭課】

家庭相談センター（配偶者暴力相談支援セン
ター）において専門の相談員によるDV被害者
への相談及び自立までの一貫した支援を実施
します。

116 加害者更生プログラムの構
築
【子ども家庭課】

加害者更生プログラムを構築します。

117 カウンセラーの配置
【子ども家庭課】

家庭相談センター（配偶者暴力相談支援セン
ター）において専門の相談員によるDV被害者
への相談を実施します。

118 カウンセラーの研修体制の充
実
【子ども家庭課】

内閣府や東京都実施の研修会へ積極的に参加
をします。

119 相談員の質の向上
【子ども家庭課】

ケース検討等を通じて相談員の質を向上させ
ます。

４　相談機能の充実 109 コミュニティカフェでの取組
（再掲）
【人権・男女平等参画担当】

家庭や職場での性差別や暴力、人間関係など
についての相談事業の実施のほか、気軽に男
女平等参画について学び、交流し、情報を発
信する場の提供を行ないます。

120 ＮＰＯ、男女平等参画セン
ターとの連携
【子ども家庭課】

NPO、男女平等参画センターと連携し、相談
体制を充実します。

121 国際化に対応した相談体制
【子ども家庭課】

多言語通訳付の相談体制を実施します。

女性・子ども・家庭の相談充
実（再掲）
【子ども家庭課】
【人権・男女平等参画担当】
【教育委員会事務局指導室】

家庭相談センター（配偶者暴力相談支援セン
ター）において女性福祉相談・家庭相談を充
実します。また児童相談・教育相談等子ども
家庭支援センター、男女平等参画センター相
談室等各種相談体制を充実します。
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

DV等に関する手のひらサイズのリーフレットの
作成･配布について検討します。

【子ども家庭課】
引き続き、産業カウンセラーや臨床心理士等
の資格をもつ経験豊富なカウンセラーを配置
し、相談体制の充実を図ります。

【人権・男女平等参画担当】
あらゆる相談に応じ、関係機関に的確につな
げます。

【教育委員会事務局指導室】
相談内容に応じて、関係機関との連絡・連携
を図っていきます。

DV被害者対策地域連絡会代表者会議を年１回
開催し、実務者会議を年２回開催して、関係
機関の連携を強化し、被害者対応をより迅
速・的確に行う体制を構築します。

DV被害者対策地域連絡会代表者会議を年１回
開催し、実務者会議を年２回開催して、関係
機関の連携を強化し、被害者対応をより迅
速・的確に行う体制を構築します。

引き続き、産業カウンセラーや臨床心理士等
の資格をもつ経験豊富なカウンセラーを配置
し、ドメスティック・バイオレンス被害者の
相談から自立まで一貫した支援の充実を図り
ます。

相談業務の中で、加害者の更生につながるよ
う適宜関係機関と連携を取り、支援していき
ます。

引き続き、産業カウンセラーや臨床心理士等
の資格をもつ経験豊富なカウンセラーを配置
し、相談体制の充実を図ります。

引き続き、臨床心理士による事例研究、専門
知識をもつ非常勤職員による係内研修を実施
し研修体制の充実を図ります。

引き続き、臨床心理士による事例研究、専門
知識をもつ非常勤職員による係内研修を実施
し研修体制の充実を図ります。

廃止（平成26年３月）

DV被害者対策地域連絡会代表者会議を年１回
開催し、実務者会議を年２回開催して、関係
機関の連携を強化し、被害者対応をより迅
速・的確に行う体制を構築します。

窓口対応の多言語タブレットの導入等につい
ての検討を行います。

検討の結果、平成27年度に手のひらサイズのリーフレットを作成することとしました。

【子ども家庭課】
産業カウンセラーや臨床心理士の有資格者を相談員として４名（１日）配置し、
ドメスティック・バイオレンス被害者への相談体制の充実を図りました。

【教育委員会事務局指導室】
相談内容に応じて、関係機関との連絡・連携を図りました。

DV被害者支援地域協議会代表者会議を１回、実務者会議を２回開催して、関係機
関での情報共有を実施し、連携を深めました。

DV被害者支援地域協議会代表者会議を１回、実務者会議を２回開催して、関係機
関での情報共有を実施し、連携を深めました。

　
産業カウンセラーや臨床心理士の有資格者を相談員として配置し、ドメスティッ
ク・バイオレンス被害者への相談及び自立までの一貫した支援を実施しました。

産業カウンセラーや臨床心理士の有資格者を相談員として配置し、事例研究会を
係内で年12回実施しました。

DV被害者支援地域協議会代表者会議を１回、実務者会議を１回開催して、関係機
関での情報共有を実施し、連携を深めました。

外国人被害者が減少してきたこともあり、東京都より「外国籍ＤＶ被害者相談の
ためのシート」を英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア
語、タガログ語、タイ語の計８言語取り寄せ対応に備えましたが、平成26年度は
利用実績がありませんでした。

産業カウンセラーや臨床心理士の有資格者を相談員として４名（１日）配置し、
ドメスティック・バイオレンス被害者への相談体制の充実を図りました。

加害者更生プログラムを実施している団体が少なく、区として実施可能な事業の
あり方の検討に至りませんでした。

産業カウンセラーや臨床心理士の有資格者を相談員として配置し、事例研究会を
係内で年12回実施しました。

【人権・男女平等参画担当】
男女平等参画センター相談室であらゆる相談に応じ、内容によっては家庭相談セ
ンター（配偶者暴力相談支援センター）等に的確につなげました。
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事業内容事業名

２　配偶者等に対す
るあらゆる暴力の根
絶

５　保護体制の整備 122 母子等緊急一時保護所の確
保、広域保護情報の充実
【子ども家庭課】

DV等における緊急一時保護施設を広域を含め
確保します。

123 住居の斡旋
【子ども家庭課】

公営住宅の申し込み案内・不動産仲介事業者
等の紹介をします。

71 ホームヘルプサービスの充
実（再掲）
【子ども家庭課】

小学生以下のひとり親家庭の父又は母への育
児・家事援助サービス。月12回7:00～22:00
までの間の１日８時間上限で実施します。

124 被害者へのカウンセリングの
実施
【子ども家庭課】

家庭相談センター（配偶者暴力相談支援セン
ター）において専門の相談員によるDV被害者
への相談を実施します。

７　安全で安心でき
る生活支援

125 二次被害防止体制の構築
【子ども家庭課】

家庭相談センター（配偶者暴力相談支援セン
ター）において専門の相談員によるDV被害者へ
の相談を行います。個人情報の管理に注意する
など、被害者の二次的被害を防止します。

75 母子生活支援施設入所実施
（再掲）
【子ども家庭課】

生活困窮等その他の理由で援助が必要な母子
家庭（子どもは18歳以下）に対して相談のう
え、空き状況を判断して入所の決定を行いま
す。

76 母子福祉資金の貸付（再掲）
【子ども家庭課】

母子家庭に対して生活・就学・修学等に対し
て必要な資金の貸付を行います。（限度額あ
り）

77 女性福祉資金の貸付（再掲）
【子ども家庭課】

母子家庭・女性等に対して生活・就学・修学
等に対して必要な資金の貸付を行います。
（限度額あり）

78 児童扶養手当の支給（再掲）
【子ども家庭課】

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を
支援し、児童の福祉の増進を図ります。な
お、国の制度に基づき支給します。

８　就労支援の充実 80 ひとり親就労支援の実施（再
掲）
【子ども家庭課】

ひとり親家庭の父または母の就労の支援をし
ます。

９　子どものケア体
制の充実

126 子ども家庭支援センター、児
童相談所との連携
【子ども家庭課】

子どもに関わるさまざまな機関が連携して、
虐待等の支援を必要とする子どもや家庭の早
期発見、速やかな対応、予防及び防止を行い
ます。

１０　関係機関・団
体等との連携・協力

127 ＮＰＯと連携した他県との婦
人相談員連携会議の活用
【子ども家庭課】

都道府県及び民間の関係団体等との連携を図
ります。

１１　人材育成の推
進

128 相談員の研修の充実
【子ども家庭課】

内閣府や東京都実施の研修会へ積極的に参加
をします。

129 関係職員の研修
【子ども家庭課】

内閣府や東京都実施の研修会へ積極的に参加
をします。

６　自立支援体制の
整備

【責任項目７】
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

引き続き、緊急一時保護施設の適正な活用を
図ります。

ドメスティック・バイオレンス被害者やひと
り親が、安心して住める住居を得るための情
報を積極的に提供し、自立を支援していきま
す。

ドメスティック・バイオンレンス被害者・ひ
とり親家庭の自立支援のため、適正かつ有効
な使用方法により事業を進めます。

産業カウンセラーの有資格者の相談員、臨床
心理士の配置を継続し、被害者の支援を行い
ます。

関係機関との必要な情報の共有と連携を強化
し、二次被害を防ぎます。

引き続き、緊急一時保護施設の適正な活用を
図ります。

正確で迅速な申請受理に努め、制度を必要と
する家庭へ支援をします。また、貸付金償還
が遅れている該当者への督促状送付や催告通
知を実施し、適正な債権管理を行います。

正確で迅速な申請受理に努め、制度を必要と
する家庭へ支援をします。また、貸付金償還
が遅れている該当者への督促状送付や催告通
知を実施し、適正な債権管理を行います。

手当の支給にあたっては、引き続き適正な審査
を行い、円滑かつ迅速な事務処理に努めます。
また、広く制度を周知し、適切に利用できるよう
に努めます。

引き続き、ハローワーク等関係施設との良好
な連携体制の下、情報の提供など支援を充実
します。

引き続き、子ども家庭支援センター、学校等
教育関係施設、各地区総合支所の保健福祉係
等と連携し、早期発見、的確な対応により予
防や防止に努めます。

DV被害者対策地域連絡会代表者会議を年１回
開催し、実務者会議を年２回開催して、関係
機関の連携を強化し、被害者対応をより迅
速・的確に行う体制を構築します。

引き続き、外部研修への積極的な参加や、係
内の研修を充実します。

引き続き、外部研修への積極的な参加や、係
内の研修を充実します。

　
技能習得１件、転宅１件、生活４件、修学116件、修学支度10件合計132件、
80,283,040円の貸付を実施しました。

生活１件、修学資金10件の合計11件の貸付を実施しました。

子ども家庭支援センター主催の進行管理連絡会での情報共有を行いました。ま
た、ドメスティック・バイオレンス被害者が母子の場合は関係機関と連携を取り
適宜対応しました。

DV被害者支援地域協議会代表者会議を１回、実務者会議を２回開催して、関係機
関での情報共有を実施し、連携を深めました。
また、秋には東京地方裁判所での警察、裁判所、配偶者暴力相談センターの連携
協議会に参加し、他機関との情報共有、意見交換等で連携を深めました。

平成26年度は新たに世田谷区の施設を広域利用しました。

個人情報の取扱については、十分注意しました。

緊急の場合に入所できる施設を確保し、自立転宅の支援を行いました。都営公営
住宅の申請の時期に情報提供するとともに、必要に応じて民間住宅斡旋業者につ
いての情報を提供しました。

事業を通じてドメスティック・バイオレンス被害者及びひとり親家庭の生活安定
を支援しました。平成26年度はドメスティック・バイオレンスでの保護件数が11
件でした。

平成26年度は新規登録52件（ドメスティック・バイオレンス世帯１）でした。

産業カウンセラーの有資格者の相談員が、被害者の気持ちに沿って話を聞き、必
要に応じて臨床心理士の相談につなげて支援を実施しました。

東京ウィメンズプラザや東京都女性センター主催の研修や講演に参加し、他機関
の情報交換、相談実務の向上を図りました。

適正な審査とともに、手当の円滑かつ迅速な交付に努めました。

平成26年度末受給者数　1,108名

引き続き、ハローワーク等関係施設との良好な連携体制の下、事業を運営しまし
たが、就労希望者がなく実績はありませんでした。

東京ウィメンズプラザや東京都女性センター主催の研修や講演に参加し、他機関
の情報交換、相談実務の向上を図りました。
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事業内容事業名

２　配偶者等に対す
るあらゆる暴力の根
絶

１１　人材育成の推
進

130 関係機関・団体とのネット
ワーク化
【子ども家庭課】

地域ネットワークの充実をはかり、連携をも
つ相談体制とします。

３　メディアにおける
人権の尊重

１　メディア等におけ
る性別による差別
解消への働きかけ

131 区が発行する刊行物の表現
の見直しと「ちょっと待った！
そのイラスト」の活用
【各課】

性別などに基づく固定観念にとらわれない視
点で行政刊行物の作成にあたります。

132 ピンクチラシ、ビラ等の撤去
対策
【各総合支所協働推進課】

青少年対策地区委員会の健全育成活動として
の取組を支援するとともに環境美化の視点か
らのピンクチラシ、ビラ等の撤去活動を実施
します。

133 メディアへの働きかけ
【人権・男女平等参画担当】

区内に民間キー局、広告業界等メディアが集
結する情報発信集積地の区として、人権尊
重、男女平等参画の視点による情報の発信に
ついての取組を検討します。

２　メディア・リテラ
シー及び情報モラ
ルの育成

134 メディア・リテラシー及び情報
モラルについての広報・支援
の実施
【人権・男女平等参画担当】

情報をそのまま受け取るのではなく、作られ
る過程、仕組み、背景を自ら積極的に知り、
情報を発信できる力を身に付けるよう講座開
催等を通じて支援します。

４　リプロダクティブ・
ヘルス／ライツの考
え方に基づく生涯を
通じた男女の健康
支援

１　年代に応じた
男女の健康づくり
の支援

135 広報、啓発等の実施
【保健予防課】
【人権・男女平等参画担当】

広報みなとやホームページを通じてエイズ予
防月間などのPR、パンフレット等の発行等に
より、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの
啓発・情報提供をします。

136 健康教育の実施
【健康推進課】

健康づくりから生活習慣病予防まで、知識の
普及啓発と実践のため、専門医・栄養士・保
健師などによる講座を開催します。
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

DV被害者対策地域連絡会代表者会議（年１回
の開催）や、地域連絡会開催（年１～２回開
催予定）により、関係者の連携を強化し、被
害者対応をより迅速・的確に行う体制を構築
します。

性別などに基づく固定観念にとらわれない視
点で行政刊行物の作成にあたります。

【芝地区総合支所協働推進課】
住民、警察等と協力して新橋地区及び田町地
区のパトロールを実施します。また、日常的
な違法占用物件等の指導については、支援部
と協力して引き続き取組を進めます。

【麻布地区総合支所協働推進課】
引き続き、麻布地区の生活安全と環境を守る
協議会等が中心となってきれいなまちづくり
を目指して取り組んでいきます。

【赤坂地区総合支所協働推進課】
引き続き活動を実施していきます。

【高輪地区総合支所協働推進課】
｢みんなとパトロール｣事業や、パトロール実
施の機会等でも、引き続きピンクチラシ・ビ
ラ等のないきれいなまちづくりの実現を目指
します。

【芝浦港南地区総合支所協働推進課】
引き続き、安全・美化協議会がキャンペーン
活動の一環として取り組みます。

区民とメディアの対話について、シンポジウ
ム等、効果的な手法を男女平等参画センター
を交えて検討します。

メディア・リテラシーについて考える講座を
開催します。

【保健予防課】
引き続き、より分かりやすい広報を工夫しな
がら、広報みなとやホームページへの掲載、
ポスター掲示、チラシ作成を実施していきま
す。また、区内の中学校、高校、大学等で事
業のPRを実施していきます。

【人権・男女平等参画担当】
男女平等参画センターで、女性の生涯の健康
に関する講座を実施します。

引き続き、多くの区民が利用できるように内
容の充実に努めるとともに、健康づくりや生
活習慣病予防について情報提供を行います。

DV被害者対策地域連絡会代表者会議１回、地域連絡会２回の開催により、関係者
の連携を強化し、被害者対応をより迅速・的確に行う体制を構築しました。

【保健予防課】
広報みなとやホームページへの掲載、ポスター掲示、チラシ配布を通じて、エイ
ズ・性感染症の予防啓発・情報提供をしました。また、区内の中学校、高校、大
学等で事業のPRを行いました。

【芝地区総合支所協働推進課】
新橋環境クリーンパトロール（夜間実施）に参加し、ビラ等の除去を行いまし
た。そのほか、日常的に違法占用物件（放置看板等）の指導も関連部署と協力し
て行いました。

・パトロール実施回数：11回

【人権・男女平等参画担当】
男女平等参画センター（リーブラ）で、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ講座
として、高齢出産や晩婚化が進む現代社会でメディアで取り上げられる機会の多
い、出生前診断に関する講座を開催しました。

パンフレット等作成時には、性別などに基づく固定観念にとらわれない視点で作
成にあたりました。

平成26年度は栄養指導講習会（食生活講習会８回（延べ245名参加）、離乳食講
習会24回（延べ650名参加）、出張食育講座年20回（延べ165名参加））を開催し
ました。
ロコモティブシンドロームに関する健康講座を２回（延べ54名参加）行い、普及
啓発に努めました。健康サポート教室を３コース（延べ206名参加）、女性の健
康づくり講演会を２回（延べ67名参加）、健康講座を５回（延べ166名参加）開
催しました。

【赤坂地区総合支所協働推進課】
青少年対策地区委員会の健全育成方針活動としての活動を支援するとともに、環
境美化の観点からの夜間生活安全パトロールを18回行いました。

【高輪地区総合支所協働推進課】
高輪地区生活安全･環境美化協議会のパトロール専門部会では、パトロール実施
時に参加者(地域住民)への周知も行うことができました。

【芝浦港南地区総合支所協働推進課】
日常業務及び安全・美化協議会におけるクリーンアップキャンペーン、防犯パト
ロール実施（年６回：芝浦地区２回、港南地区２回、台場地区２回）の際に対応
しました。
実態として、芝浦港南地区管内においてピンクチラシ、ビラの貼付はほとんどな
くなっています。

【麻布地区総合支所協働推進課】
まちの環境美化を目指し、麻布地区の生活安全と環境を守る協議会等が中心と
なって落書き消去活動等を実施しました（11月18日、１回）。

区民とメディアの対話について、効果的な手法等を検討しました。

男女平等参画センター（リーブラ）でメディア・リテラシー講座の一環として、
情報の作り手、発信する側に男女平等の意識やジェンダーの視点をもってもらう
ためにライター養成講座を開催しました。
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事業内容事業名

１　年代に応じた
男女の健康づくり
の支援

137 健康診査の実施
【健康推進課】

健康診査等を実施し、生活習慣病の予防・改
善を推進します。

138 各種がん検診の実施
【健康推進課】

胃・肺・大腸の他、女性には子宮・乳がんの
検診を行い、早期発見に努めます。

139 妊娠、出産、避妊、不妊等に
関する情報提供
【健康推進課】

母親学級、両親学級、母子健康教育、相談窓
口等を活用し、また、広報みなと、ホーム
ページ等を通じて、啓発・情報提供をしま
す。また、不妊治療の費用の一部助成をする
ことにより支援します。

140 性感染症等に関する情報提
供
【保健予防課】

早期発見と予防のために、エイズ･性感染症
検査の機会と場所を提供していくとともに、
若い世代を中心とした知識の普及啓発と集え
る場所の確保を行ないます。

141 母子健康手帳の交付と健康
相談
【各総合支所区民課】

妊娠届を提出した妊婦に対し、母子健康手帳
を交付し、妊婦検診の受診を促し、母子とも
に健やかな出産を助けます。その際、アン
ケート調査を実施し今後の母子相談に繋げま
す。

142 女性の健康に関する各種相
談の連携
【健康推進課】

すべての区民を対象に各種の相談を行ってい
ます。内容が多岐に渡る場合に相談者が同じ
話を何度もしなくてよいよう、また、迅速な
対応ができるように、相談窓口の連携をしま
す。

143 母子健康教育
【健康推進課】

母親も父親も子どもも心身ともに健やかに過
ごせるように、月齢や対象別に教室や講座を
開催し情報提供に努めます。

４　リプロダクティブ・
ヘルス／ライツの考
え方に基づく生涯を
通じた男女の健康
支援
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

引き続き、多くの区民が受診できるように環
境整備に努めるとともに、さまざまな媒体を
利用した広報により周知に努めます。

引き続き、多くの区民が受診できるように環
境整備に努めるとともに、さまざまな媒体を
利用した広報により周知に努めます。

引き続き子どもが欲しいと願い、特定不妊治
療を行う夫婦の治療費の一部を助成します。
また引き続き、さまざまな場面を利用し、妊
娠、出産等について情報提供を行います。

引き続き、性感染症予防等についてPRを行
い、大学・高校・中学校での啓発等、若い世
代の視点に立った事業を実施していきます。
また、HIV即日検査を行い、多くの方に検査
機会を提供します。

【芝地区総合支所区民課】
母子手帳交付時に必要なサービスの紹介、ア
ンケート実施により、妊婦の今後の生活がイ
メージできるように支援するとともに、関係
機関と連携し、必要な人には継続的な支援が
できるようにしていきます。

【麻布地区総合支所区民課】
引き続き、相談の内容により、適宜、関係機
関と連携を図り、適切な保健指導を実施し、
妊娠、出産、子育ての不安を軽減します。

【赤坂地区総合支所区民課】
引き続き、母子手帳交付時にアンケート調査
を実施することにより、適切な保健指導を実
施し、妊娠・出産、子育ての不安を軽減する
ことにより、虐待を防止します。

【高輪地区総合支所区民課】
妊娠届を提出した妊婦に対し、母子健康手帳
を交付し、妊婦健診の受診を促し、母子とも
に健やかな出産を助けます。その際、アン
ケート調査を実施し今後の母子相談につなげ
ます。
ほっとひといき子育て相談を年に48回行い、
働く保護者が参加しやすいよう実施会場や開
催日を拡充し実施します。

【芝浦港南地区総合支所区民課】
相談の内容により関係機関と連携を図り、出
産に向けて適切な保健指導を行います。必要
に応じ保健所事業や子育てあんしんプロジェ
クトにつなげます。

引き続き、多くの区民が利用できるように内
容の充実に努めるとともに、女性の健康づく
りについて情報提供を行います。

引き続き、教室や講座を開催し、母親、父親
子どもも心身ともに健やかに過ごせるよう情
報提供を行います。

【芝浦港南地区総合支所区民課】
適宜、関係機関と連携を図り、出産に向けて適切な保健指導を行いました。必要
に応じ保健所事業や子育てあんしんプロジェクトにつなげました。

【芝地区総合支所区民課】
母子健康手帳の交付時に必要なサービスの紹介やアンケートによる相談を実施し
ました。アンケート等から支援が必要だと把握した妊婦に対し、保健所・子ども
家庭支援センター等の関係機関と連携し、継続的な関わりを行い妊娠・出産・育
児への支援を行いました。
　
母子手帳交付件数：893件

【高輪地区総合支所区民課】
妊娠届を提出した妊婦に対し、妊婦健診の受診勧奨や妊娠時から出産後に利用で
きる母子保健事業の紹介、アンケートをもとに、適切な保健指導等を実施しまし
た。また、必要時には関係機関と連携・協力しながら個別事情にも対応しまし
た。
ほっとひといき子育て相談では、働く保護者が参加しやすいよう、月１回土曜日
に開催しました。

平成26年度実績
・母子健康手帳発行件数：771件
・ほっとひといき子育て相談：48回、利用延人数：1,921名

広報みなとや港区ホームページでの広報のほか、各種健診の対象者へ個別にお知
らせを送付する等の周知を行いました。

広報みなとや港区ホームページでの広報のほか、各種検診の対象者へ個別にお知
らせを送付する等の周知を行いました。

女性の健康づくり講演会を２回実施し、延べ67名が参加しました。子をもつ母親
への支援として、母子メンタルヘルス相談を21回（延べ36組参加）、グループお
母さんの時間を12回（延べ51組参加）実施しました。

【赤坂地区総合支所区民課】
母子手帳交付時にアンケート調査を実施することにより、適切な保健指導を実施
し、妊娠・出産、子育ての不安を軽減することにより、虐待防止に努めました。

平成26年度実績：410件

①明治学院大学の学園祭にてブースを出展し、エイズ予防啓発事業を実施しま
　した。

②区内の中学校、高校にて、エイズ・性感染症予防について授業を行いました。

③生涯学習センターでHIV即日検査を２回実施し、感染予防等正しい知識の普及
　啓発を行いました。

平成26年度は846件、特定不妊治療を行う夫婦の治療費の一部を助成しました。
また母親学級・両親学級・母子健康教育・各種相談窓口や、広報みなと、ホーム
ページ等を通じて妊娠・出産等についての情報提供を行いました。

【麻布地区総合支所区民課】
適宜、関係機関等と連携を図りながら、適切な保健指導を実施して、子育ての不
安解消にあたりました。

両親学級（年24回）・母親学級（年36回）・ふたごの会（年６回）・なかよし会
（ダウン症の児と保護者の会）（年６回）・ぷちとまとの会（2,000g以下で生ま
れた児とその保護者の会）（年６回）の開催と、子育て講演会２回を開催しまし
た。
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事業内容事業名

４　リプロダクティブ・
ヘルス／ライツの考
え方に基づく生涯を
通じた男女の健康
支援

１　年代に応じた
男女の健康づくり
の支援

144 妊産婦健康診査
【健康推進課】

妊婦健康診査受診票14枚、妊婦超音波検査受
診票２枚を母子健康手帳交付時にお渡しして
います。この受診票は都内委託医療機関で使
用でき、受診票に記載された健診内容につい
て公費負担するものです。また、助産院や里
帰り等で都外の医療機関で妊婦健診を受診し
た場合には、上記受診票が使用できませんの
で、出産後償還払いの方法により妊婦健診費
用の一部を公費負担します。

145 妊産婦・新生児訪問（こんに
ちは赤ちゃん）
【健康推進課】

母子保健法に基づく、妊産婦訪問、新生児等
訪問と児童福祉法に基づく、乳児家庭全戸訪
問事業（こんにちは赤ちゃん事業）とを統合
して実施します。港区に在住している生後４
か月までの新生児・乳児及び妊産婦のいる家
庭を全戸訪問し、対象者の健康状態の確認及
び健康相談、産後うつへの対応などを通し
て、母子が健やかな生活ができるように支援
します。また子育ての孤立を防ぐために、乳
児がいる環境の確認と育児不安への対応、社
会資源についての情報提供を行い、育児不安
の軽減を図るとともに、要支援家庭の早期発
見を行い、必要な関係機関につなげます。

146 新米ママ健康相談
【健康推進課】

乳房管理を含む授乳についての相談や産後の
体調管理について、助産師による出張相談を
行い、育児に安心してのぞめる環境づくりを
します。

147 養育支援訪問事業
【子ども家庭支援センター】

妊娠出産時の育児支援と、すべての子どもに
対する虐待の発生予防の観点から養育支援が
特に必要であると判断した家庭に、ホームヘ
ルパー、子育て・家族支援者、保健師、助産
師、看護師等が訪問し、養育に関する指導、
助言を行います。本事業は保健所の「乳児全
戸訪問事業」と連携して実施します。

148 両親学級
【健康推進課】

妊婦とそのパートナーを対象に、二人がとも
に学び支え合い、前向きに子育てができるよ
うに、妊娠・出産・育児の知識や情報の提供
をします。また、子どもを持つ喜び、育児に
対する責任を実感し、育児に積極的に対応す
る方法を学びます。また、地域の仲間づくり
支援や情報交換を行う機会をつくり、子供を
生み育てるための支援体制を整えます。

目
標
３
　
人
権
の
尊
重
と
生
涯
を
通
じ
た
健
康
を
支
援
す
る
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

引き続き妊婦の経済的負担の軽減になるよ
う、継続して実施します。
また、妊婦健診を受診して安全な出産ができ
るように案内をしていきます。

引き続き、出生通知書の返信率を高め、訪問
実施率の向上を図ります。

引き続き、乳房管理を含む授乳についての相
談や産後の体調管理について、助産師による
出張相談を行い、育児に安心してのぞめる環
境づくりをします。

関係機関と連携し、支援が必要とされる家
庭、要保護児童等への適切な支援を実施し、
養育環境の改善・維持及び家庭の養育力向上
を目指します。

引き続き全日土曜日開催（24回）及び定員45
名で対応します。
プログラムもより育児体験、仲間作りや情報
交換に重点を置き、子どもをもつ喜び、育児
に対する責任を実感し、育児に積極的に対応
する方法を学べるようにします。

平成26年度は、約3,400件の妊娠届けがあり、妊婦健康診査受診票を交付しまし
た。

平成26年度の実績は68件でした。母乳管理、母親の体調、児の発育・発達等の相
談が多く寄せられました。

平成26年度も引き続き月２回の土曜日に開催しています。２回目開催日への案内
が必要な場合はありますが、ほぼ落選者を出すことなく参加いただいています。
平成26年度は、834組1,643名の参加がありました。

アンケートの実施や調査報告書をもとに事業の内容を変更しました。妊娠出産時
家庭において、利用合計時間を規定し、自由に時間を組み合わせ、期間も延長
し、当該家庭に合った利用しやすい事業となるよう検討しました。
訪問の質の向上のため、全事業者に研修を行いました。
関係機関と連携し、適切な支援を実施し、養育環境の改善・維持及び家庭の養育
力向上を目指しました。

平成26年度の出生通知の返信率は平成25年度の85.4％から90.8％に上昇し、それ
に伴い、訪問率も77.8％から84.3％に上昇しました。また、訪問した結果、継続
支援が必要な人には再訪問を実施し、必要に応じて支所保健師等へ申し送りを行
い、継続した支援が提供できるようにしています。
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目標４ 男女平等参画社会実現に向けた推進体制を充実する 

１区民・事業者・教育機関等と
の連携 

課題１ 拠点施設の充実 

１男女平等参画センター 
（リーブラ）事業の充実 

責任項目８

149 施設の充実整備 
150 区民・団体の活動支援 
151 区民・団体の活動との連携 
152 学習機会の提供の充実 
153 情報収集、整備、提供 
154 相談事業の充実 

155 図書館ネットワークを活用した男女平等参画関係資料の紹介 
4  女性のネットワークづくりの推進（再掲） 

156 モデル事業所として男女平等参画の取組推進 
157 職務分担の男女平等の推進 
158 職員の意識・実態調査の実施・検証 
159 職員研修の充実 
160 セクシュアル・ハラスメントの予防と相談窓口での解決 
161 管理監督者の育成  

課題２ 庁内での計画推進体制の充実 

１モデル事業所としての男女
平等の推進 

162 港区男女平等参画行政推進協議会の連携強化 
163 男女平等参画の視点での施策の見直し 
164 男女平等参画施策を進める行動計画の策定と年次報告の作成及び公表
165 広報・情報誌（ＣＡＴＶ、オアシス）の充実 

２組織の連携 

166 男女平等参画推進会議の充実 
167 在住・在勤者の意識・実態調査の実施・検証 
168 区民・団体等への支援 
169 NPO 活動助成事業 
19 チャレンジコミュニティ大学（再掲） 

課題３ 区民・事業者・教育機関等との連携 

２関係団体との連携による協
働活動推進 

施策の方向 事業名 
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149 施設の充実整備
【人権・男女平等参画担当】

様々な機能を備えた男女平等参画の拠点施設
として、誰もが立ち寄りやすく、利用しやす
いように整備します。

150 区民・団体の活動支援
【人権・男女平等参画担当】

男女平等参画のための区民及び団体の活動の
拠点として、情報の提供や場の提供を行いま
す。

151 区民・団体の活動との連携
【人権・男女平等参画担当】

区が実施する事業等で連携を図り、より効果
的に地域での男女平等参画を進めます。

152 学習機会の提供の充実
【人権・男女平等参画担当】

男性向け講座や女性のための再就職セミナー
等男女平等参画に関わる基礎的知識を学ぶ多
彩な講座を開催します。

153 情報収集、整備、提供
【人権・男女平等参画担当】

特色ある図書資料の収集・整備を図るほか男
女平等参画に関する内外の情報を収集し、区
民・団体に適切に提供します。

154 相談事業の充実
【人権・男女平等参画担当】

自分自身、家族、仕事、人間関係など、さま
ざまな問題について、有資格者のカウンセ
ラーが専門的見地からサポートします。

２　関係団体との連
携による協働活動
推進

155 図書館ネットワークを活用し
た男女平等参画関係資料の
紹介
【人権・男女平等参画担当】

男女平等参画センターで実施する講座・講演
会に関連する図書をHPで紹介したり、特集
コーナーを設定して、男女平等参画関係資料
を広く紹介していきます。

4 女性のネットワークづくりの推
進（再掲）
【人権・男女平等参画担当】

男女平等参画推進の拠点施設である男女平等
参画センターに関わるさまざまな立場の女性
が新たな「連携」を作り上げるために必要な
知識・視点、情報を提供します。

２　庁内での計画推
進体制の充実

１　モデル事業所と
しての男女平等の
推進

156 モデル事業所として男女平等
参画の取組推進
【人事課】

港区職員子育て支援プログラムに基づき男女
平等参画を推進します。

157 職務分担の男女平等の推進
【各課】

各課は職務の分担を性別により配分・決定す
ることをなくし男女平等を推進します。人事
課は各課の事務分担等が男女平等になるよう
働きかけを行います。

目
標
４
 
男
女
平
等
参
画
社
会
実
現
に
向
け
た
推
進
体
制
を
充
実
す
る

事業名

１　拠点施設の充実 １　男女平等参画セ
ンター（リーブラ）事
業の充実

【責任項目８】

事業内容
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男女平等参画の拠点施設として、誰もが立
ち寄りやすく、利用しやすい施設となるよ
うに、リーブラポストを設置して利用者の
意見を聴取します。また新リーブラについ
て、運営内容を説明し、意見を聴取しま
す。

引き続き活動の場の優先的提供及び団体の
活動に必要な情報を提供します。また団体
の活動支援の機会を増やし、団体の活動の
レベルアップを図ります。

区民、団体等と連携を図りながら、リーブ
ラでのイベント・活動助成事業・団体育成
事業・リーブラ運営協議会などを実施しま
す。

講座等の学習支援を体系的、計画的に実施
します。特に、男性向け講座の充実を図り
ます。

図書資料の収集及び整備を図ります。ま
た、新施設の図書資料室開設に向けて、図
書の分類等の整備をします。

自分自身、家族、仕事、人間関係など、さ
まざまな問題について、有資格者のカウン
セラーが相談を受けます。

男女平等参画情報誌やHPを活用して、男女
平等参画センターで開催する講座・講演会
に関連する図書を紹介します。

男女平等参画センター利用団体が連携する
ための情報交換等を目的とした、利用者交
流懇談会を開催します。

港区職員子育て支援プログラムに計上した
計画事業の実現や目標達成に向けて取組を
進めていきます。

各課は事務分担の平等化を推進し、人事課
は研修等を通じて各課並びに各職員への働
きかけを行い、職務分担の男女平等を推進
します。

平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

新規採用職員を対象に、港区子育て支援プログラムの内容について、研修を実
施しました。

男女平等参画センター（リーブラ）での開催講座数、開催コマ数、参加者数は
前年度比で上昇しており、参加者のアンケートの年間集計結果では、講座への
参加により初めてリーブラに来館した人が、64％に及んでいます。リーブラポ
ストへの意見に対しては、毎月施設の対応や考え方を公表しています。また、
みなとパーク芝浦への移転に関する説明会を、平成26年10月に２回開催しまし
た。

男女平等参画センター（リーブラ）では、登録団体に対して施設貸し付けを優
先的に行い、引き続き団体活動支援を行いました。また、利用者交流懇談会で
実施した「楽しく学ぶ男女平等」を施設利用団体の希望によりそのメンバー向
けに実施しました。情報提供としては、東京都や各所の助成金交付制度などの
チラシを交流コーナー等で開架することで、団体活動の拡大につながる情報を
発信しました。あわせて、登録団体が開催する講座やイベントの情報を、掲示
板やチラシコーナーなどを通じて他の団体、利用者に周知しました。

平成26年度は、既存の団体育成事業、活動助成事業に加えて、男女平等アシス
トプラン事業をリーブラ事業として実施しました。また、平成27年度の募集に
おいて、「助成事業（パートナーシップ事業）」と名称を統一し、団体の規模
や活動内容、企画内容に応じて、助成制度を利用できるようにしました。

平成26年度は男女平等参画に関わるさまざまなテーマの講座を30以上実施する
ほか、連続講座の割合を増やして、参加者同士の交流や、地域内のネットワー
クづくりにつなげました。講座の手法として、座学を中心としたものだけでな
く、グループワークなども積極的に取り入れて家庭や職場で実践できるノウハ
ウを提供しました。なお、参加者アンケートでは、男女平等参画センター
（リーブラ）への初めての来館者が64％、講座に対して良い評価をした人が
83.4％という結果でした。

平成26年度は、男女平等参画センター（リーブラ）で男女平等やジェンダーに
関わるさまざまな分野の図書約600冊を購入、所蔵しました。また、12月の施設
移転に合わせてすべての所蔵図書資料を、区民にわかりやすく、使いやすいよ
うにするため、これまでのリーブラ独自の分類から日本十進分類法（NDC）に切
り替え、他の区立図書館と同じ分類方法と順列で開架しました。移転後、リー
ブラ窓口での貸出件数はもとより、リーブラ所蔵図書の貸出件数も増えていま
す。さらに、男女平等参画やジェンダーに対する堅いイメージを少しでも和ら
げ、家庭や職場に身近な話題であることを周知するため、工夫して新着図書案
内や特設コーナーを設置しました。

平成26年度より相談室の開室日・時間を拡充し、月曜日から土曜日まで、午前
10時から午後４時までの開室としたほか、火曜日と金曜日は午後６時から９時
の夜間開室を行い在勤者の利便性を図りました。その結果、相談件数は増加し
ています。また、相談内容に応じて関係相談機関と連携して解決につなげまし
た。

男女平等参画センター（リーブラ）の講座開催時に、図書資料室所蔵の関連書
籍を会場に置いて参加者が自由に閲覧できるようにしました。また、図書資料
室の案内も同時に行い、所蔵資料の貸出機会を増やす取組を実施しました。

性別による職務分担はせず、男女平等を推進しました。

利用者懇談会を年２回開催しました。男女平等参画センター（リーブラ）の登
録団体間の関係構築や連携強化のために実施している「たのしく学ぶ男女平
等」では、世界各地のトイレの案内表示から、世界の男女平等の考え方や表現
の仕方が多様であることを紹介しました。
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事業名 事業内容

２　庁内での計画推
進体制の充実

１　モデル事業所と
しての男女平等の
推進

158 担当課と連携を取りながら男女平等に関する
区職員への意識・実態調査を実施し、その結
果を啓発に反映させます。

159 職員研修の充実
【人事課】

男女平等参画についての認識を深め、人権感
覚のさらなる高揚を図るための職員研修
（区、特別区共同）を職層別など段階ごとに
積極的に行います。

160 セクシュアル・ハラスメントの
予防と相談窓口での解決
【人事課】

セクシュアル・ハラスメントの予防に向けて
啓発パンフレットを全職員に配布し、相談窓
口の周知を図ります。万が一発生した場合は
迅速な解決を図ります。

161 管理監督者の育成
【人事課】

職層別の研修で、男女に関わりなくリーダー
シップを養成する研修を実施します。

２　組織の連携 162 港区男女平等参画行政推進
協議会の連携強化
【人権・男女平等参画担当】

区の男女平等参画施策の推進に関し協議しま
す。

163 男女平等参画の視点での施
策の見直し
【人権・男女平等参画担当】

区の施策をすべて男女平等参画の視点で見直
します。

164 男女平等参画施策を進める
行動計画の策定と年次報告
の作成及び公表
【人権・男女平等参画担当】

条例に基づく男女平等参画行動計画を策定し
ます。さらに目標達成の検証を含めた年次報
告を作成し公表します。

165 広報・情報誌（ＣＡＴＶ、オアシ
ス）の充実
【区長室】
【人権・男女平等参画担当】

男女平等参画社会実現に向けた啓発番組を制
作しCATVで放送します。

166 男女平等参画推進会議の充
実
【人権・男女平等参画担当】

区長の付属機関として、学識経験者、団体、
公募区民計15人の委員で構成する港区男女平
等参画推進会議において、行動計画その他の
重要事項を区長の諮問に応じ審議していきま
す。

目
標
４
 
男
女
平
等
参
画
社
会
実
現
に
向
け
た
推
進
体
制
を
充
実
す
る

職員の意識・実態調査の実
施・検証
【人権・男女平等参画担当】
【人事課】
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

【人権・男女平等参画担当】
人権研修アンケート等の実施結果を反映さ
せた啓発を進めます。

【人事課】
引き続き、職員研修時のアンケート結果等
を「ハラスメント防止研修」等の研修カリ
キュラムに反映させ、職員の意識啓発に努
めます。

引き続き、職層研修での男女平等参画研修
を実施します。

引き続き、ハラスメント防止週間におい
て、ハラスメント相談窓口の設置と相談方
法について周知を図るとともに、相談受付
用のホットラインを設置します。また、啓
発用のポスター及びパンフレットを配布
し、職員に周知を図ります。

引き続き、係長級職員に「ハラスメント防
止研修」を実施するとともに、管理職を対
象とした同趣旨の研修を実施することによ
り、ハラスメント防止の正しい知識と環境
配慮義務に基づく予防策と適切な対処方法
のノウハウを備えた管理監督者の育成に努
めます。

男女平等参画行動計画改定に向け、より効
果的な運営を図ることにより連携をさらに
強化し、全庁的に男女平等参画行動計画を
推進します。

すべての施策を男女平等参画の視点で実施
するため、男女平等参画行動計画各課ヒア
リングの場を設ける等、積極的に取り組み
ます。

男女平等参画行動計画に基づき、男女平等
参画施策が総合的、計画的に進捗するよう
人権・男女平等参画担当が中心的な役割を
果たします。年次報告書を翌年度予算編成
に活かすため８月までに発行するととも
に、行動計画の改定準備を行います。

【区長室】
CATVを活用し、男女平等参画社会の視点に
立った表現を行います。

【人権・男女平等参画担当】
男女平等参画誌オアシスで男女平等参画社
会の実現に向けた記事を紹介します。

男女平等参画推進会議を開催し、男女平等
参画行動計画、その他の重要事項を区長の
諮問に応じ審議し、男女平等参画の実現に
向けた取組を推進します。

【区長室】
CATVを活用し、｢人権週間｣の紹介をするなど、男女平等参画社会に向けた啓発
番組を制作しました。
また、他の番組制作においても、男女平等参画社会の視点に立った表現を行い
ました。

セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止を含めたハラス
メント防止週間を６月中旬から月末までの２週間設定し、職員に周知と意識啓
発を図りました。
併せて、相談受付用のホットラインを開設し、職員が相談しやすい環境を整え
ました。
また、全職場で管理監督者による職場内研修を実施しました。

６月上旬に監督職（係長級職員）を対象とした「ハラスメント防止研修」を実
施し、７月中旬には管理職を対象とした同研修を実施して、セクシュアル・ハ
ラスメント及びパワー・ハラスメントに関する正しい知識の浸透並びに職場の
環境配慮義務に基づく予防策と適切な対処方法のノウハウの習得を図りまし
た。

【人事課】
職員研修の際に実施したアンケート結果を、管理職を対象とした男女平等参画
に関する研修プログラムに反映し、意識啓発を図りました。

新任研修及び係長職昇任前研修において、教科目の一つとして、男女平等参画
研修を実施しました。各職層に必要な知識を学ぶことによって、人権感覚の高
揚を図るとともに、男女平等参画社会についての認識を深めました。

男女平等参画推進会議を６回開催しました。「次期港区男女平等参画行動計画
（平成27年度～32年度）に盛り込むべき内容について」の諮問に対し、答申を
受けました。

【人権・男女平等参画担当】
人事課による職員研修アンケートの実施結果を反映させた啓発について検討し
ました。

男女平等参画行政推進会議を３回開催し、効果的な運営を図ることにより庁内
の連携を強化し、第３次港区男女平等参画行動計画を策定しました。

すべての施策を男女平等参画の視点で実施するため、男女平等参画行動計画に
ついて各課ヒアリングの場を設ける等、積極的に取り組み、着実に実施しまし
た。

男女平等参画行動計画に基づき、男女平等参画施策が総合的、計画的に進捗す
るよう、人権・男女平等参画担当が中心的な役割を果たしました。計画どおり
年次報告書を発行しました。

【人権・男女平等参画担当】
情報誌・オアシスをより多くの区民に手に取っていただくために、紙面構成や
仕様を全面的に見直し、フルカラー印刷で誰にでも見やすい形にしました。ま
た、国際性豊かで事業所の多い地域特性を踏まえて、男女平等参画センター
（リーブラ）の事業で関係のある人々へのインタビューや企業の取組を紹介す
る記事を積極的に取り入れました。この結果、在庫は減少したほか、これまで
区内の取組を紹介できていなかった全国各地のセンターに情報誌を発信できる
ようになりました。
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事業名 事業内容

２　庁内での計画推
進体制の充実

２　組織の連携 167 在住・在勤者の意識・実態調
査の実施・検証
【人権・男女平等参画担当】

在住・在勤者の男女平等参画社会についての
意識を把握し、各事業の評価として、定期的
に意識調査を実施します。
前回調査（平成20年度実施）

168 区民・団体等への支援
【人権・男女平等参画担当】

男女平等参画に取り組む区民・団体の活動に
対して男女平等アシストプランで活動資金を
助成します。

169 NPO活動助成事業
【地域振興課】

みなとパートナーズ基金を活用し、区内で活
動するNPOやボランティア団体が行う公益活
動に対し、その経費の一部を助成します。

19 チャレンジコミュニティ大学
（再掲）
【高輪地区総合支所協働推
進課】

高齢者等が、学習を通じて個々の能力を再開
発し、自らが生きがいのある豊かな人生を創
造するとともに、その知識及び経験を生か
し、地域の活性化や地域コミュニティの育成
に積極的に活躍するリーダーを養成します。
なお、この事業は明治学院大学内で実施しま
す。

目
標
４
 
男
女
平
等
参
画
社
会
実
現
に
向
け
た
推
進
体
制
を
充
実
す
る
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平成26年度目標 平成26年度実施・進捗状況

平成25年度に実施した結果を次期行動計画
策定に反映させます。

男女平等参画センターで他の助成事業とあ
わせて区民・団体への活動支援を行いま
す。

引き続き、NPO活動助成事業への申請団体の
活動を団体ヒアリング等の審査段階から男
女平等参画の視点を持って審査します。活
動助成決定団体については、さらに男女平
等参画に留意した事業運営を行うよう注意
喚起を行うとともに団体活動を支援しま
す。

引き続き、性別に関わりなく地域コミュニ
ティの育成に活躍するリーダーの養成に努
めます。

平成26年度、男女平等参画に関係する団体のNPO活動助成事業への応募はありま
せんでしたが、各団体に対して男女平等参画等の視点に立った運営をするよう
注意喚起を行いました。

応募団体数：12団体
助成団体数：７団体

平成26年度は60名が受講しました。修了生の皆さんは、大学の講座を通じて習
得した知識や今までの経験を活かし、区民参画組織の委員や民生・児童委員と
して地域コミュニティの育成に積極的に活躍しています。

平成25年度に実施した結果を第３次港区男女平等参画行動計画策定に反映させ
ました。

助成金額の異なる３種類の助成事業（団体育成事業、活動助成事業、男女平等
アシストプラン）を設け、設立直後の団体から、すでに10年以上の事業実績の
ある法人まで幅広く利用できる助成制度としました。団体育成事業は２企画、
活動助成事業は２企画、男女平等アシストプランは２企画採用し実施されまし
た。なお、平成27年度の企画募集より「助成事業（パートナーシップ事業）」
として名称を統合し、より区民に分かりやすい事業体系に整え、平成26年冬に
募集を行いました。申込件数は14件で、審査の結果、計６企画の実施が決定し
ました。
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１ 平成２６年度事業実績評価の実施について 
 

（１）事業評価の意義 

平成１６年４月１日に施行された港区男女平等参画条例（以下「条例」とい

う。）は、次の６つの基本理念を掲げています（条例第３条）。 

 

１ 人権の尊重と性別による差別の解消 

２ 社会制度や慣行の中立性及び個性と能力の発揮の確保 

３ 意思決定過程での男女平等参画 

４ 男女の家庭生活と社会生活の両立 

５ 生涯を通じての健康と妊娠・出産等に関する権利の尊重 

６ 教育の場での男女平等参画推進 

 

この基本理念を実現していくために、区は港区男女平等参画行動計画（以下

「行動計画」という。）を策定し（条例第１２条）、それに基づいた事業を平成

１７年度から実施してきました。 

 事業評価は、平成２２年３月に策定された行動計画に盛り込まれた事業を第

三者の立場で評価するものであり、条例第１５条に基づいて設置された港区男

女平等参画推進会議における調査審議の一環として行われました（条例第１６

条）。 

港区男女平等参画推進会議には、公募区民も委員として参加しており、この

事業評価は区民目線で客観的に行ったものです。第三者による事業評価を行う

ことによって、様々な視点から事業の実施状況の課題を明らかにすることがで

き、区は、それを今後の事業展開に生かしていくことができます。 

 

（２）事業評価の対象 

 平成２２年３月に策定された行動計画には、条例の基本理念に基づき、次の

４つの目標が設定されています。 

 

目標１ あらゆる場における男女平等参画を推進する 

目標２ ワーク・ライフ・バランスを推進する 

目標３ 人権の尊重と生涯を通じた健康を支援する 

目標４ 男女平等参画社会実現に向けた推進体制を充実する 

 

そのなかで、港区が重点的に推進していく「施策の方向」を「責任項目」と

しています。 

 今回の事業評価は、８つの責任項目に属する３９事業の平成２６年度におけ
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る取組を対象としました。 

 

【責任項目】 

１ 企業・事業主への雇用における男女平等に関する働きかけ 

２ 就業への支援 

３ ワーク・ライフ・バランスの理解促進 

４ 男女の多様な働き方の支援 

５ 暴力防止教育と啓発 

６ 配偶者暴力相談支援センター機能の充実 

７ 自立支援体制の整備 

８ 男女平等参画センター（リーブラ）事業の充実 

 

※ 平成２６年度は次期行動計画策定審議に注力するため、平成２５年度事業

実績評価の諮問が行われませんでした。平成２５年度の事業実績評価につき

ましては、平成２７年度に諮問された「港区男女平等参画行動計画（平成２

２年度～２６年度）の評価について（総括）」に対する答申に含んでいます。 

 

（３）事業評価の方法 

 今回の事業評価は、港区男女平等参画推進会議が設定した「評価基準」によ

る４回目の評価です。それぞれの事業について、所管課が事前に行った自己評

価結果や事業に関する資料・データをもとに、港区男女平等参画推進会議が第

三者の立場で取組を検証しました。 

 まず、各事業の評価として、設定された目標に対する進捗度や男女平等参画

という切り口で実施状況を踏まえ、「達成」「達成半ば」「不十分で課題がある」

「不十分で課題が多い」のうち、どの段階にあるのかを判断しました。続いて、

それぞれの責任項目に対する達成度を示す形で責任項目毎の総合評価を行いま

した。なお、評価については、責任項目毎に設定した評価基準を踏まえていま

す。 

 具体的な作業は、推進会議を２つの作業部会に分け、第一作業部会は新田部

会長を中心に、第二作業部会は大槻部会長を中心に各事業の評価を全委員で議

論して行い、その結果を最終的な評価としました。なお、港区の評価の特徴は

各事業の評価理由を具体的に示していることですが、これも各作業部会におけ

る議論によって決定しています。 

 

（４）事業評価の結果 

 今回の事業評価結果は、責任項目８項目のうち「達成」が４項目、「達成半ば」

が４項目であり、「不十分で課題がある」「不十分で課題が多い」はありません
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でした。前回（平成２４年度評価）と比較すると「達成」が１つ増加し、「達成

半ば」が１つ減少しました。５年間の行動計画の最終年度を迎え、全ての項目

が「達成」もしくは「達成半ば」であり、「不十分」の項目が見られないことは、

行動計画が概ね順調に推移したものと考えます。 

また、責任項目下の個別の事業については、前回「達成半ば」から今回「達

成」の評価に至ったものが４事業、同様に「不十分で課題がある」から「達成

半ば」の評価に至ったものが１事業となっており、前回の結果を踏まえて改善

に取り組まれた点は、非常に評価できるように思われます。一方、「不十分で課

題がある」と判断されたものも２事業あり、そのうちの１事業は前回「達成半

ば」から今回「不十分で課題がある」の評価に至ったものでした。このような

事業については、平成２７年度以降の「第３次港区男女平等参画行動計画」に

おいて課題解決に向けた一層の取組が必要です。 

また、「達成」もしくは「達成半ば」の事業についても、「第３次港区男女平

等参画行動計画」でこれまでと同じように取組を継続すれば十分であるとは限

りません。各事業所管課において、絶えず男女平等参画の視点で取組の意義及

び取組がもたらす効果について意識し、これまで以上に時宜を得た効果的な取

組を行うことが必要です。 

 

２ 港区男女平等参画行動計画（平成２２年度～２６年度）総括評価

の実施について 
 

（１）総括評価の意義 

 港区男女平等参画行動計画（平成２２年度～２６年度）総括評価（以下「総

括評価」という。）は、平成２２年３月に策定された行動計画に盛り込まれた責

任項目を第三者の立場で評価するものであり、条例第１５条に基づいて設置さ

れた港区男女平等参画推進会議における調査審議の一環として、平成２６年度

事業評価とともに行われました（条例第１６条）。 

平成２６年度事業評価とともに第三者による総括評価を行うことによって、

様々な視点から行動計画の実施上の課題を明らかにすることができ、区は、そ

れを「第３次港区男女平等参画行動計画」の事業展開に生かしていくことがで

きます。 

 

（２）総括評価の対象 

 総括評価は、行動計画の８つの責任項目の平成２２年度から２６年度までの

期間における取組を対象としました。 
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【責任項目】 

１ 企業・事業主への雇用における男女平等に関する働きかけ 

２ 就業への支援 

３ ワーク・ライフ・バランスの理解促進 

４ 男女の多様な働き方の支援 

５ 暴力防止教育と啓発 

６ 配偶者暴力相談支援センター機能の充実 

７ 自立支援体制の整備 

８ 男女平等参画センター（リーブラ）事業の充実 

 

（３）総括評価の方法 

 それぞれの責任項目について、所管課が事前に行った自己評価結果や事業に

関する資料・データ、平成２２年度、２３年度、２４年度、２６年度の各年度

の事業評価結果をもとに、港区男女平等参画推進会議が第三者の立場で取組を

検証しました。 

 評価は「達成」「達成半ば」「不十分で課題がある」「不十分で課題が多い」の

４段階として、それぞれの責任項目に対する達成度を示しました。なお、評価

については、責任項目毎に設定した評価基準を踏まえています。 

 具体的な作業は、平成２６年度事業評価と同様に、推進会議を２つの作業部

会に分け、第一作業部会は新田部会長を中心に、第二作業部会は大槻部会長を

中心に各事業の評価を各委員で議論する形としました。 

 

（４）総括評価の結果 

 評価結果は、責任項目８項目のうち「達成」が３項目、「達成半ば」が５項目

であり、「不十分で課題がある」「不十分で課題が多い」はありませんでした。

５年間の計画期間全体として、全ての項目が「達成」もしくは「達成半ば」で

あり、「不十分」の項目が見られないことは評価できます。とりわけ、責任項目

６（配偶者暴力相談支援センター機能の充実）及び責任項目７（自立支援体制

の整備）が「達成」であるということは、港区においてドメスティック・バイ

オレンス被害者が被害から逃れ、生活を再建する上での支援体制が着実に整備

されているものと認められます。また、責任項目８（男女平等参画センター（リ

ーブラ）事業の充実）が「達成」であるということは、港区における男女平等

参画を支える拠点施設が地域に根ざした事業を展開しているものと認められま

す。 

平成２７年３月には、これまでの行動計画を継承し、さらに発展させる位置

付けのもとで「第３次港区男女平等参画行動計画」が策定されました。港区男

女平等参画推進会議は、同計画に基づく今後の取組にあたって、総合評価に係
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る評価理由等を参考としていただくとともに、目標の実現に向けた積極的な取

組が展開されることを期待します。 
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責任項目

１ 

目 標 １ あらゆる場における男女平等参画を推進する 

課 題 ２ 働く場における男女平等参画の推進 

施策の方向１ 企業・事業主への雇用における男女平等に関する働きかけ 

※ 平成26年度は次期行動計画策定審議に注力するため、平成 25年度事業実績評価の諮問が行われませんでした。

平成25年度の事業実績評価につきましては、計画期間全体の総括評価に含めて行っています。 

● 総合評価 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

スタート間もない期間ではありますが、男女平等参画の重要

性をアピールするための冊子の作成・資料収集をはじめとし

てよく取り組まれていると評価します。また、最新の情報提

供にも努めています。しかし、これらの活用が充分ではなく、

広報・周知活動についてさらなる努力が必要です。 

達成半ば 

前年度の進捗状況からほとんど変化が見られない事業があ

るものの、設定した目標は概ね達成されています。今後は設

定した目標の達成にむけた努力だけでなく、実施内容がもた

らす具体的な効果を意識しながら、積極的な周知や他部門と

の連携を図ることが望まれます。 

 

● 個別事業評価 

事業５ 男女平等参画推進の取組への働きかけ 

平成２２年度 平成２３年度 

不十分で課題がある 

・区内の企業・事業所に対して男女平等参画の重要性をアピ

ールするため、情報誌やホームページを通じて情報提供を

行っていること、さらにアンケート対象企業の抽出やアン

ケート項目の検討を進めたことは評価できます。しかし、

実際にはアンケートが実施されなかったことから、事業の

効果を検証するには至っていません。前行動計画からの継

続事業でもあるので、早期にアンケートを実施することが

望まれます。 

・アンケートへの協力依頼については、港区は大企業本社の

集中地区であるので、担当者に粘り強く、必要性や意義を

アピールすることが求められます。 

不十分で課題がある 

・アンケート等事業者に働きかける効果的な手段の検討とい

う目標は、達成できています。 

・しかし、アンケートの実施に至っていないこと、効果的な

手段の具体的内容が明示されていないことなど、前年度に

も見られた課題がいまだに残されています。 

 

事業６ ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・事業がスタートしたことは十分に評価できます。また、目

標の 5 社には届きませんでしたが、3 社を認定できたこ

とは評価すべき成果です。しかし、まだ申請数が少ないの

で、今後も認定企業の紹介や制度の周知を続け、次年度以

降申請件数が増え、制度が定着することを期待します。 

達成 

・目標とした認定件数を上回って認定しており、この制度が

浸透してきたと考えられます。港区の認定企業のレベルは

高く、区としての取組は評価できます。 

・今後、さらに認定企業の拡充が求められます。 
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評価 

基準 

１．企業・事業所に対して、男女平等参画の視点を持つことの重要性をアピールできましたか。 

２．最新の情報提供に努めていますか。 

３．資料の置き場、配布方法、関係機関との連携など、より効果的・効率的な情報提供に向けて、

工夫しましたか。 

４．事業の効果をデータその他を用いて検証しましたか。 

 

 

 

平成２４年度 平成２６年度 

達成  

ワーク・ライフ・バランス認定制度も定着し、企業向け個別

相談会や講座の実施も行われていることは評価できます。次

年度実施予定のアンケートが企業への啓発につながり、さら

に男女平等参画やワーク・ライフ・バランスに理解を示す企

業が増えることを期待します。 

達成半ば 

多くの事業について、掲げた目標に対して工夫しながら取組

が行われており、取組の進捗が認められます。今後、さらに

取組を工夫しながら企業・事業主に働きかけて、男女平等参

画やワーク・ライフ・バランスに対する企業・事業主の理解

の向上を図ってください。 

 

  

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・アンケート調査の段取りや手法が明確になり、実施に向け

て徐々に進捗していることは評価できます。 

・アンケート結果を今後の施策に有効活用してください。 

達成半ば 

・アンケート調査を実施した結果、回収率が伸び悩んだこと

を受けて、アンケート調査よりも効果的な手段である出前

講座に注力すると判断して、設定した目標値を概ね達成で

きたということは、評価できます。 

・今後も取組の効果を検証しながら、区内企業の要望に応じ

ることのできる体制づくりを続けてください。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・前年度に続き、目標とした認定件数を上回って認定されて

います。この制度が定着してきたものと考えられ、区とし

ての取組は評価できます。 

・今後、次期計画策定に向けて、適切な目標値の設定が重要

な課題です。 

達成 

・目標とした認定件数（10社）を満たすことができません

でしたが、毎年度10社前後の認定を続けていることにつ

いては、評価できます。 

・制度創設から年数が経過するとともに、新規認定企業を確

保し続けることは難しくなるものと考えます。次期行動計

画で設定した目標値を満たすよう、パンフレットの内容の

改善など、制度の周知方法の見直しを続けてください。 
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事業７ 労働関係法の遵守要請 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・労働関係法遵守の意識啓発を図るために、冊子を作成・配

布したこと、また、男女平等参画に関する苦情等の申出制

度の周知のためにパンフレットを配布・配置するなど、周

知に努めていることは評価できます。しかし、資料の配布

だけでは、企業での活用実態や効果がよくわからないの

で、検証する必要があります。 

達成半ば 

・労働関係法規を掲載した冊子の作成、配布が実施されてい

る点は評価できます。継続した実施を図ることが望まれま

す。 

・今後、冊子の配布方法や設置場所をさらに検討・改善して

配布先を拡大するとともに、配布による効果の検証などの

取組を進める必要があります。 

・男女平等参画に関する苦情等申出制度については、区民の

理解が進んでいないと考えられます。 

 

事業８ 区との契約希望事業者に対する働きかけ 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・新たな総合評価方式が導入されたことは評価できます。こ

の取組についての周知を徹底して、本評価による契約件数

を増やしていくことが望まれます。 

・この入札の対象となるのは大口の工事であることから、建

築・土木関係の企業に対して、ワーク･ライフ･バランスの

取組の啓発を行い、ワーク・ライフ・バランス推進企業認

定制度の推進にもつなげていただきたい。 

達成半ば 

・入札参加資格登録者に対するワーク・ライフ・バランス面

からの働きかけ、特別簡易型総合評価方式の運営など、制

度面の整備は評価できます。事業者における長時間労働や

働き方の改善に資するため、引き続き取組を継続する必要

があります。 

・その一方で、特別簡易型総合評価方式による入札の件数が

まだ少なく、参入事業者が見られない点は改善の余地があ

ります。区との契約希望事業者の多い業界に向けた周知な

どの取組が必要です。 

 

事業９ 企業・事業主向け講座・講演会の開催 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・セミナーの開催により、男女平等参画の重要性を伝える努

力がなされていると評価しますが、前行動計画からの拡充

区分のため、さらに拡充した取組が求められます。再就職

支援セミナーの参加者が増えるような工夫が必要です。 

達成半ば 

・セミナーが実施されており、目標は達成できています。特

に、セミナー開催中の一時保育の実施や、参加者アンケー

ト結果での高評価については評価できます。 

・ただし、セミナーへの参加者数が多いとは言えず、その増

加が今後の課題です。幅広い告知や他部門との連携による

ＰＲ活動など、参加者数の増加に向けた取組の充実が必要

です。 
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平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・労働関係法規を掲載した冊子の作成、配布が実施され、新

規配布先の開拓等、設置場所や配布方法を工夫した点は評

価できます。 

・男女平等参画に関する苦情等申出制度については、苦情申

出に至らない他の機関での相談件数を把握するとともに、

相談を増加させるための工夫が必要です。 

達成半ば 

・労働関係法規を掲載した冊子「ポケット労働法」が作成、

配布されるなど、労働者の権利の周知のための取組が継続

的に行われていることは、評価できます。 

・今後も様々な機会を捉えて、周知活動を継続させてくださ

い。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・前年度に比べて特別簡易型総合評価方式による入札の件数

が大幅に増加し、入札参加事業者にワーク・ライフ・バラ

ンス推進企業認定事業者が含まれてきた点は評価できま

す。 

・次年度の目標達成に向けて、取組の効果の検証とともに、

周知などを工夫し、事業の進展を期待します。 

不十分で課題がある 

・特別簡易型総合評価方式による契約件数が０件であり、区

との契約希望事業者のワーク・ライフ・バランス推進状況

を評価することができていません。 

・一方、事業所管課において自主的に制度の改善に向けた努

力が行われている点は評価できます。次期行動計画では、

これまでの取組を見直して、区との契約希望事業者のワー

ク・ライフ・バランス推進に資するための働きかけを実施

してください。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成  

・講演会やセミナーが実施されており、目標は達成できてい

ます。前年度に比べて開催回数も多く、参加者を集める努

力・工夫も見られます。また、個別相談会を実施している

点も評価できます。 

達成半ば 

・各種講座、講演会、セミナーが実施されており、男女平等

の意識の普及・啓発のための取組が進捗しています。区内

企業のニーズも認められます。 

・今後、講座や講演会の更なる内容充実と参加者数増加に向

けた取組を実施することを期待します。 
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事業10 関係法令、各種制度の周知 

平成２２年度 平成２３年度 

達成 

・従来の「ポケット労働法」の配付のほか、男女共同参画週

間パネル展において、労働法関係の展示を実施するなど、

多くの人が集まる機会を捉えて周知に努めていることは

評価します。 

・今後は、情報提供の中の悪質な事例（法令が守られていな

い事例など）にも取り組んでいただきたい。 

達成半ば 

・「ポケット労働法」が配布されたことや、関係法規の周知

について努力している点は評価できます。 

・しかし、配布や周知の効果についての検証がなされていな

いため、今後取り組む必要があります。また、新たな配布

先や周知方法の検討も必要です。 

・冊子の内容については、企業・労働者双方が興味を持つこ

とができるように、コラム形式の活用などの工夫を検討し

てください。 

 

事業11 研修資料等の提供 

平成２２年度 平成２３年度 

不十分で課題がある 

・人権・男女平等参画担当ではよく取り組まれていますが、

産業振興課の取組は積極的とはいえません。 

・研究資料の内容について、利用者にわかりやすく有益な貸

出資料一覧表の作成がなされていません。 

不十分で課題がある 

・商工会館では貸出資料一覧表を作成し、ホームページに掲

載しましたが、男女平等参画研修用のビデオ等の貸出実績

が２年連続でありません。貸出方法など、具体的な改善策

を明示する必要があります。 

・人材育成に苦慮している中小企業に、男女平等参画研修に

向けて有効なツールがあることをもっとアピールする必

要があります。 

・最新のDVDやワーク・ライフ・バランスを啓発するツー

ル等を揃えてください。 

 

 

計画期間全体 

総括評価 
達成半ば 
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平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・「ポケット労働法」の配布先の拡充等、設置場所や配布方

法を工夫した点は評価できます。 

・しかし、配布や周知の効果についての検証がなされていな

いため、今後取り組む必要があります。冊子の到達先がわ

かるような工夫や定期的に冊子の追跡調査等を行い、周知

方法の見直しに活かすことも必要です。 

達成半ば 

・男女共同参画週間パネル展のパネルを更新して最新の情報

を周知していることや、広報誌での周知を積極的に行って

いることについては、評価できます。 

・「ポケット労働法」の配布や周知の効果についての検証が

依然としてなされていません。何らかの形で調査を行い、

冊子を受け取った区民の意識を把握することが必要です。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・商工会館のホームページでも図書やＤＶＤの状況を確認で

きるようになるなど、努力や工夫が認められます。その結

果、貸出実績ができたことも評価できます。 

・しかし、ワーク・ライフ・バランスや両立支援に関する蔵

書数が少ないため、充実させる必要があります。最新のＤ

ＶＤやワーク・ライフ・バランスを啓発するツールをそろ

えることにより、資料の貸出が男女平等参画の推進になる

ことを目指してください。 

達成半ば 

・企業出前講座の際に区発行の男女平等参画パンフレット等

を提供していること、リーブラ図書資料室や商工会館の所

蔵資料を充実させているなど、取組に工夫が認められま

す。 

・しかし、商工会館の所蔵資料の館外貸出実績が伸びていま

せん。男女平等参画センター（リーブラ）と商工会館がよ

く連携して、特に区内中小企業に向けて所蔵研修資料をＰ

Ｒする必要があります。 

 

 

計画期間を通して様々な取組を工夫しながら実施しており、設定した目標が概ね達成されています。特に、事業者に対す

るアンケート調査を実施し、それを受けて取組の改善がなされたことは評価できます。しかし、企業や事業主に対する啓

発の必要性は依然として残されており、引き続き取組を進める必要があります。あわせて、取組の検証を可能とする方法

の確立に向けて、工夫することを期待します。 
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責任項目

２ 

目 標 １ あらゆる場における男女平等参画を推進する 

課 題 ３ 女性のチャレンジ支援 

施策の方向１ 就業への支援 

 

● 総合評価 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

講座については参加しやすい工夫がなされ、受講者アンケー

ト結果からも高い評価を得ていることは評価できます。ただ

し受講者数が少ないようなので次年度に向けて広報・周知方

法や区民のニーズの把握について、さらなる検討が必要で

す。 

 

達成半ば 

今後は、再就職支援講座以外にも、女性の就労に対する

意識啓発や就職支援講座の開催、講座以外での支援に取

り組む必要があります。 

 

● 個別事業評価 

事業14 女性の就職・再就職支援 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・当面の目標となっている講座の実施はなされており、参加

しやすい工夫がなされ、受講者アンケート結果の検証もな

されています。 

・セミナー参加者が少ないので増やす工夫が必要です。また、

支援講座はハローワークと連携した実質的な内容とし、一

定期間をおいて複数回実施することが求められます。 

達成半ば 

・再就職支援講座の参加者アンケート結果で満足度が高い

点をはじめ、講座の実施という目標については達成でき

ています。 

・ただし、講座参加者の講座終了後の再就職の状況が不明瞭

であり、フォローアップする必要があります。 

・今後、これまでとは異なる切り口での講座の開催など、

講座のあり方に対する検討も必要です。 

 

 

計画期間全体 

総括評価 
達成半ば 
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評価 

基準 

１．女性の就職・再就職支援事業の内容と意義について、広報・周知に努めましたか。  

２．講座への参加のしやすさを高める努力を行いましたか。 

３．事業の効果をデータ等によって検証しましたか。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

再就職支援講座の実施と受講者の満足度が高いことは評価

できます。女性の再就職と就労継続は大きな課題なので、再

就職支援講座をさらに充実した内容で回数多く行うことと、

就労継続につながるような視点も盛り込んだ内容としてく

ださい。 

達成 

ハローワーク品川や東京しごとセンターとの共催により再

就職支援講座を実施するとともに、講座に続き個別相談会を

実施しており、工夫しながら女性の就業に対する支援が行わ

れています。今後は再就職支援講座の対象者の拡大や、講座

の周知方法の見直しなど、さらなる取組の充実を期待しま

す。 

 

  

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・再就職支援講座の参加者アンケート結果で満足度が高い点

をはじめ、講座の実施という目標については達成できてい

ます。次年度以降は再就職支援講座の回数や内容の一層の

充実を期待します。 

・今後、これまでとは異なる切り口での講座の開催など、講

座のあり方に対する検討も必要です。 

達成 

・ハローワーク等との共催による再就職支援講座を複数回実

施しており、目標が達成できています。 

・他の区市町村における取組や、周知方法等について情報収

集を行うなど、取組の充実に向けて引き続き努力してくだ

さい。 

 

 

計画期間を通して、取組に段階的な改善が見られます。今後は、多様な働き方が求められる社会の動きを見据えながら、

再就職支援講座以外にも様々な取組を展開するとともに、周知方法を工夫して、女性の就業を支援することを期待します。 
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責任項目

３ 

目 標 ２ ワーク・ライフ・バランスを推進する 

課 題 １ 企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進 

施策の方向１ ワーク・ライフ・バランスの理解促進 

 

● 総合評価 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

全体的には意欲的に取り組まれています。講演会や冊子等の

内容からワーク・ライフ・バランスに取り組むことの必要

性・重要性をアピールし、最新の情報提供に努めていること

は評価できます。資料の配布方法について工夫もなされてい

ます。ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度と取組の

支援に関しては、ホームページの拡充などによって中小企業

に対する広報・周知がさらに求められます。 

達成半ば 

認定制度や講座を通じて、企業と働く人に対してワーク・
ライフ・バランスの啓発が進んでいることは評価できま
す。 

今後は、さらに意識啓発のツールなどの効果の検証を行

い、企業にとって取り組むメリットを感じられるような周

知の仕方を検討してください。 

 

● 個別事業評価 

事業６ ワーク･ライフ･バランス推進企業認定制度（再掲） 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・事業がスタートしたことは十分に評価できます。また、目

標の 5 社には届きませんでしたが、3 社を認定できたこ

とは評価すべき成果です。しかし、まだ申請数が少ないの

で、今後も認定企業の紹介や制度の周知を続け、次年度以

降申請件数が増え、制度が定着することを期待します。 

達成 

・目標とした認定件数を上回って認定しており、この制度が

浸透してきたと考えられます。港区の認定企業のレベルは

高く、区としての取組は評価できます。 

・今後、さらに認定企業の拡充が求められます。 

 

事業８ 区との契約希望事業者に対する働きかけ（再掲） 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・新たな総合評価方式が導入されたことは評価できます。こ

の取組についての周知を徹底して、本評価による契約件数

を増やしていくことが望まれます。 

・この入札の対象となるのは大口の工事であることから、建

築・土木関係の企業に対して、ワーク･ライフ･バランスの

取組の啓発を行い、ワーク・ライフ・バランス推進企業認

定制度の推進にもつなげていただきたい。 

達成半ば 

・入札参加資格登録者に対するワーク・ライフ・バランス面

からの働きかけ、特別簡易型総合評価方式の運営など、制

度面の整備は評価できます。事業者における長時間労働や

働き方の改善に資するため、引き続き取組を継続する必要

があります。 

・その一方で、特別簡易型総合評価方式による入札の件数が

まだ少なく、参入事業者が見られない点は改善の余地があ

ります。区との契約希望事業者の多い業界に向けた周知な

どの取組が必要です。 
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評価 

基準 

１．ワーク・ライフ・バランスに取り組むことの必要性・重要性をアピールできましたか。  

２．最新の情報提供につとめていますか。 

３．資料の配布方法、関係機関との連携など、より効果的・効率的な情報提供にむけて工夫しま

したか。 

４．事業の効果をデータその他を用いて検証しましたか。 

 

 

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

講座内容、認定企業数等が昨年度より充実しました。次年度

はさらに中小零細企業などの小さい組織でのワーク・ライ

フ・バランスの周知とフォローが必要と考えます。 

達成半ば 

区内の中小企業を意識したワーク・ライフ・バランスの啓発

や、取組支援が行われていることは評価できます。今後もワ

ーク・ライフ・バランスの理解促進のため、きめ細かく周知

を行うとともに、区が行った取組の効果を検証してくださ

い。 

 

  

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・前年度に続き、目標とした認定件数を上回って認定されて

います。この制度が定着してきたものと考えられ、区とし

ての取組は評価できます。 

・今後、次期計画策定に向けて、適切な目標値の設定が重要

な課題です。 

達成 

・目標とした認定件数（10社）を満たすことができません

でしたが、毎年度10社前後の認定を続けていることにつ

いては、評価できます。 

・制度創設から年数が経過するとともに、新規認定企業を確

保し続けることは難しくなるものと考えます。次期行動計

画で設定した目標値を満たすよう、パンフレットの内容の

改善など、制度の周知方法の見直しを続けてください。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・前年度に比べて特別簡易型総合評価方式による入札の件数

が大幅に増加し、入札参加事業者にワーク・ライフ・バラ

ンス推進企業認定事業者が含まれてきた点は評価できま

す。 

・次年度の目標達成に向けて、取組の効果の検証とともに、

周知などを工夫し、事業の進展を期待します。 

不十分で課題がある 

・特別簡易型総合評価方式による契約件数が０件であり、区

との契約希望事業者のワーク・ライフ・バランス推進状況

を評価することができていません。 

・一方、事業所管課において自主的に制度の改善に向けた努

力が行われている点は評価できます。次期行動計画では、

これまでの取組を見直して、区との契約希望事業者のワー

ク・ライフ・バランス推進に資するための働きかけを実施

してください。 
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事業９ 企業・事業者向け講座・講演会の開催（再掲） 

平成２２年度 平成２３年度 

達成 

・企業事業者向け講座・講演会の実施については、講座内容

が工夫されており、多くの参加者を得ることができていま

す。参加者アンケートでも満足度が高く、意見や感想の検

証を行い、次年度に活かそうと務めています。 

・事業者の中には、法規を知っていながら利益を得るために

無視しているケースもまだまだ多いと感じるので、更なる

取組を期待します。 

達成半ば 

・セミナーが実施されており、目標は達成できています。特

に、セミナー開催中の一時保育の実施や、参加者アンケー

ト結果での高評価については評価できます。 

・ただし、セミナーへの参加者数が多いとは言えず、その増

加が今後の課題です。幅広い告知や他部門との連携による

ＰＲ活動など、参加者数の増加に向けた取組が必要です。 

 

事業10 関係法令、各種制度の周知（再掲） 

平成２２年度 平成２３年度 

達成 

・従来の「ポケット労働法」の配付のほか、男女共同参画週

間パネル展において、労働法関係の展示を実施するなど、

多くの人が集まる機会を捉えて周知に努めていることは

評価します。 

・今後は、情報提供の中の悪質な事例（法令が守られていな

い事例など）にも取り組んでいただきたい。 

達成半ば 

・「ポケット労働法」が配布されたことや、関係法規の周知

について努力している点は評価できます。 

・しかし、配布や周知の効果についての検証がなされていな

いため、今後取り組む必要があります。また、新たな配布

先や周知方法の検討も必要です。 

・冊子の内容については、企業・労働者双方が興味を持つこ

とができるように、コラム形式の活用などの工夫を検討し

てください。 

 

事業11 研修資料等の提供（再掲） 

平成２２年度 平成２３年度 

不十分で課題がある 

・人権・男女平等参画担当ではよく取り組まれていますが、

産業振興課の取組は積極的とはいえません。 

・研究資料の内容について、利用者にわかりやすく有益な貸

出資料一覧表の作成がなされていません。 

不十分で課題がある 

・商工会館では貸出資料一覧表を作成し、ホームページに掲

載しましたが、男女平等参画研修用のビデオ等の貸出実績

が２年連続でありません。貸出方法など、具体的な改善策

を明示する必要があります。 

・人材育成に苦慮している中小企業に、男女平等参画研修に

向けて有効なツールがあることをもっとアピールする必

要があります。 

・最新のDVDやワーク・ライフ・バランスを啓発するツー

ル等を揃えてください。 
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平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・講演会やセミナーが実施されており、目標は達成できてい

ます。前年度に比べて開催回数も多く、参加者を集める努

力・工夫も見られます。また、個別相談会を実施している

点も評価できます。 

達成半ば 

・各種講座、講演会、セミナーが実施されており、男女平等

の意識の普及・啓発のための取組が進捗しています。区内

企業のニーズも認められます。 

・今後、講座や講演会の更なる内容充実と参加者数増加に向

けた取組を実施することを期待します。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・「ポケット労働法」の配布先の拡充等、設置場所や配布方

法を工夫した点は評価できます。 

・しかし、配布や周知の効果についての検証がなされていな

いため、今後取り組む必要があります。冊子の到達先がわ

かるような工夫や定期的に冊子の追跡調査等を行い、周知

方法の見直しに活かすことも必要です。 

 

 

達成半ば 

・男女共同参画週間パネル展のパネルを更新して最新の情報

を周知していることや、広報誌での周知を積極的に行って

いることについては、評価できます。 

・「ポケット労働法」の配布や周知の効果についての検証が

依然としてなされていません。何らかの形で調査を行い、

冊子を受け取った区民の意識を把握することが必要です。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・商工会館のホームページでも図書やＤＶＤの状況を確認で

きるようになるなど、努力や工夫が認められます。その結

果、貸出実績ができたことも評価できます。 

・しかし、ワーク・ライフ・バランスや両立支援に関する蔵

書数が少ないため、充実させる必要があります。最新のＤ

ＶＤやワーク・ライフ・バランスを啓発するツールをそろ

えることにより、資料の貸出が男女平等参画の資料の貸出

が男女平等参画の推進になることを目指してください。 

達成半ば 

・企業出前講座の際に区発行の男女平等参画パンフレット等

を提供していること、リーブラ図書資料室や商工会館の所

蔵資料を充実させているなど、取組に工夫が認められま

す。 

・しかし、商工会館の所蔵資料の館外貸出実績が伸びていま

せん。男女平等参画センター（リーブラ）と商工会館がよ

く連携して、特に区内中小企業に向けて所蔵研修資料をＰ

Ｒする必要があります。 
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事業12 在勤者向け講座・講演会の開催（再掲） 

平成２２年度 平成２３年度 

達成 

・講演は計画通り実施されました。講座・講演会のチラシや

アンケート結果から、ワーク・ライフ・バランスに取り組

むことの重要性を充分アピールしていると評価します。参

加者の評価も高いようです。講座内容も工夫されており、

引き続きの実施を期待します。さらに、参加者を増やすこ

とも求められます。 

達成 

・男女平等参画センターで講座（出前講座含む）が実施され

ており、目標は達成されています。 

・現在、企業等に対する講座・講演会の周知は、ダイレクト

メールやパンフレットの配布が中心ですが、さらに幅広い

周知が必要です。 

 

事業43 ワーク・ライフ・バランスに関する普及啓発 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・計画通りマニュアルの作成・配布がなされたことは評価し

ますが、この効果はすぐには検証できないと思います。さ

らに推進企業の紹介の工夫・利用も考えていただきたい。 

達成半ば 

・マニュアルをセミナーやシンポジウムで配布するという目

標については、達成されています。マニュアルの内容も適

切と考えます。 

・マニュアル配布の効果の検証がされていないため、受け取

った企業がどのように活用したかという点のフォローア

ップが必要です。また、配布部数についても拡大する必要

があります。 

・事業者（経営者）向けのマニュアルに加え、従業員向けの

啓発資料の作成・配布を検討してください。 

 

事業44 ワーク・ライフ・バランスに関する取組の支援 

平成２２年度 平成２３年度 

不十分で課題がある 

・講演会やシンポジウムなど、広報活動に努力されているこ

とは評価します。しかし、中小企業の区に対する要望を把

握するための調査を実施する必要があります。 

・アドバイザー派遣の支援策を具体化する必要があります。 

・区に対する要望を把握する方法として、相談会を実施する

必要があります。 

達成半ば 

・冊子の配布やセミナーの開催など、区としてのワーク・ラ

イフ・バランスに関する具体的な取組支援に対する積極的

な姿勢が認められます。セミナーを入門編、応用編の二段

構えにしている点も評価できます。 

・今後はセミナーの内容の充実など、一層の取組支援を行う

必要があります。 

・ワーク・ライフ・バランスの促進に向けて、企業の負担と

ならず、企業にとってメリットのある形での事業実施が求

められます。 

 

 

計画期間全体 

総括評価 
達成半ば 
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平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・男女平等参画センターで多くの講演会や講座（出前講座含

む）が実施されており、目標は達成されています。 

・参加したくなる演題や同一の講座を複数回開催するなど、

参加者の立場に立った工夫は特に評価できます。今後も是

非継続してください。 

達成 

・男女平等参画センター（リーブラ）でワーク・ライフ・バ

ランス関連講座が実施されており、目標は達成されていま

す。 

・在勤者が参加しやすい平日夜間に講座を開催しており、参

加者数を増やすための工夫がされていることは、特に評価

できます。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・マニュアルをセミナーやシンポジウムで配布するという目

標については、達成されています。しかし、前年度とほぼ

同様の取組であり、さらに踏み込んだ取組が必要です。 

・マニュアル配布の効果が検証されていないため、受け取っ

た企業がどのように活用したかという点のフォローアッ

プが必要です。今後マニュアルを刷新する際には、効果を

検証した上で、よりよい冊子を作成してください。 

達成半ば 

・ワーク・ライフ・バランス導入マニュアルを更新して配布

し、講演会や経営講座を実施するなどの取組が行われてい

ます。マニュアルをコンパクト化して読みやすくするとい

った工夫もされており、評価できます。 

・しかし、マニュアルの配布部数が十分とまでは言えません。

配布部数の拡大とともに、企業向け個別相談会での配布や

区ホームページの活用を行う必要があります。あわせて、

受け取った企業における活用状況の検証が必要です。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・セミナーの開催や個別相談会など、区としてワーク・ライ

フ・バランスに関する具体的な取組支援に対する積極的な

姿勢が認められます。 

・個別相談会は参加者も多く、特に評価できます。さらなる

利用促進のため、周知方法を工夫してください。 

・今後は大企業と中小企業の違いを踏まえた周知方法や支援

について検討するなど、具体的な目標を位置づける必要が

あります。中小零細企業におけるワーク・ライフ・バラン

スの支援に向けて、工夫が必要です。 

達成半ば 

・区内中小企業の実情を踏まえ、ワーク・ライフ・バランス

の導入が困難な企業を支援する取組として、個別相談会を

実施していることや、相談を受ける専門家を増員している

ことについては、評価できます。 

・個別相談会の参加者が定員に対して少数にとどまっている

ことから、今後は相談会の一層の周知に努めるなど、引き

続き取組を工夫する必要があります。 

 

 

計画期間を通して、ワーク・ライフ・バランスの理解促進に向けた啓発が続けられており、推進企業認定制度が定着して

います。しかし、企業・事業主がワーク・ライフ・バランスの意義や自社で取り組むことによるメリット等について、ま

だ十分に理解しているとは言えません。引き続き啓発に取り組む必要があります。区として、積極的な取組を行っている

企業を顕彰することが有効と考えらます。 
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責任項目

４ 

目 標 ２ ワーク・ライフ・バランスを推進する 

課 題 １ 企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進 

施策の方向２ 男女の多様な働き方の支援 

 

● 総合評価 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

パンフレット送付、様々な機会での広報・周知など広報につ

いては評価できます。しかし支援制度に関心をもつ企業は限

られているように思われます。今後とも、すべての企業に関

心をもってもらうよう、粘り強い働きかけが必要です。アン

ケート調査などを実施してパンフレットについての評価や

調査を行う必要があります。 

達成半ば 

中小企業に対して、次世代育成支援対策推進法に基づく行

動計画の策定や、年次有給休暇や両立関連の制度の利用を

促すのは簡単ではないと考えます。しかし、パンフレット

の配布による啓発だけではなく、企業との接点が多い産業

振興課と連携して、企業を動かす動機づけとなるような、

機動力のある仕組みを検討してください。 

 

● 個別事業評価 

事業45 次世代育成支援対策行動計画の推進 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・各担当課の進捗状況と計画内容をしっかり管理されている

ことは良く分かりました。仕事の復帰を目指している者を

対象とした講演会について、23年度は是非実現してほし

いと思います。次世代育成支援対策行動計画作成にあたっ

ては、外部識者の意見も参考にしたらどうでしょうか。 

達成半ば 

・行動計画の進捗管理はできています。 

・今後の方向性として、男性（子どもの父親）の家庭参画を

テーマとしたセミナーやワークショップの開催、これから

子どもを持つ人に対する事業の実施など、多角的な取組に

ついて検討してください。 

 

事業46 企業に対する次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定の啓発 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・啓発を進めるためパンフレットを送付した点は評価できま

す。今後はアンケート調査等を行って効果の検証が必要で

す。また行動計画策定の啓発については 3 社のみに留ま

っているので、更なる拡充が望まれます。認定企業につい

ては、取組の成果やプロセスを広くPRして啓発を促すこ

とを期待します。 

達成半ば 

・企業での行動計画策定のための啓発活動が実施できていま

す。 

・中小企業にとって計画の具体的内容やインセンティブが分

かりにくいと考えられます。積極的な取組に結びつくよ

う、今後パンフレットの内容の見直しや、わかりやすい伝

え方の工夫が必要です。 
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評価 

基準 

１．男女の多様な働き方の支援制度・事業の内容と意義について、広報・周知できましたか。 

２．計画通り事業を遂行できましたか。 

３．事業の効果をデータを収集して検証しましたか。 

 

 

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

目標とした取組が概ねなされていることは評価できます。次

年度は、さらに港区での好事例の収集と、その周知を通して、

企業が取り組むメリットを事業主が感じられるような工夫

が必要です。 

達成半ば 

平成 26 年度中に育児休業助成金制度の要件見直しを行う

など、計画期間中の取組を検証して、抽出した課題の改善に

向けた取組を図ることができた点は評価できます。今後は関

係課、関係機関と十分に連携した上で、こうした改善を活か

した取組を進めることを期待します。 

 

  

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・啓発に女性の就労支援、男性の育児に関しての視点が加え

られた点は評価できます。講演会の回数を増やすなど、さ

らに啓発・来場者増のための工夫をして、今後も継続して

取り組んでください。 

・今後、これから子どもを持つ人に対する事業の実施など、

多角的な取組について検討してください。 

達成半ば 

・次世代育成支援対策行動計画の進捗管理はできています。 

・しかし、同計画に位置づけたワーク・ライフ・バランスに

関する事業の具体的な取組状況が判然としないため、目標

の達成度合いを十分に判断することが困難です。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・行動計画の策定が義務づけられていない従業員100人以

下の企業に対し、積極的に周知する工夫が必要です。なか

でもワーク・ライフ・バランス推進認定企業21社に対し

ては、一層の取組（啓発）が必要です。 

・今後は、行動計画がどの程度策定されているかなどについ

て、ワーク・ライフ・バランスの公的ウェブサイト（「両

立支援のひろば」や「チャオ」）などで実態を把握する必

要があります。 

達成半ば 

・行動計画の策定に向けた啓発活動が実施できていますが、

行動計画の策定方法についての相談会を開催するなど、計

画策定に当たって課題を抱えている企業に寄り添った形

での支援を行うことも必要です。 

・あわせて、ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度の

パンフレット配布後の状況を分析して、啓発手法としての

効果がどの程度あるのかを把握する必要があります。 
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事業47 仕事と子育ての両立支援事業の実施 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・実施件数が増えている点は評価できます。「育児休業助成

金」については22 年度目標の 3/10しか実施されてい

ないため更なる推進が求められます。利用件数が少ない理

由の分析や、制度を周知徹底するような工夫が必要です。 

達成半ば 

・助成金・奨励金の交付件数が目標に届いていません。企業

の利用意欲を引き出すような周知の仕方を検討してくだ

さい。 

・特に中小企業では、両立支援のための制度を規定すること

自体に苦慮している面があるため、そのためのアドバイス

等が望まれます。 

 

事業48 両立支援制度の周知 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・様々な機会に広報・周知している点は評価できます。実施

件数が増えてはいるものの支援制度の認知度はまだ低い

と思いますので、さらなる推進のための工夫が必要です。 

達成半ば 

・憲法週間や人権週間に関連したイベントでの周知を行って

いますが、両立支援制度の整備が必要である中小企業への

周知を進めるため、一層の取組が必要です。 

・今後は、産業振興課と連携したセミナー開催等、効率的な

取組を検討してください。 

 

事業49 年次有給休暇等の取得促進への啓発 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・パンフレットの送付、各課や関係機関と連携して広報・周

知している点は評価できます。ある程度のスパンが必要で

すが今後はその効果の検証が必要です。またワーク・ライ

フ・バランス推進企業認定制度のパンフレットだけでは趣

旨が伝わりにくいので「中小企業イキイキワーク・ライ

フ・バランス入門マニュアル」の利用など、媒体の改善が

望まれます。 

達成半ば 

・区内企業に対するパンフレットの配布が行われています

が、これだけでは年次有給休暇の取得促進につながらない

と考えます。周知後のフォローアップが必要です。 

・パンフレットのほかに、ワーク・ライフ・バランスの企業

向け講座を通じた啓発を行う必要があります。港区内での

優良事例を調査し、中小企業に向けた取組事例集の作成等

を行うことも効果的です。 
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平成２４年度 平成２６年度 

不十分で課題がある 

・育児休業助成金については、交付件数にとらわれず、助成

金制度があることを企業への啓発に活かしてください。中

小企業配偶者出産休暇制度奨励金については、利用率が上

がるよう努力してください。その際、中小企業の実態に配

慮する必要があります。 

・母子手帳の配布等の機会を活用し、従業員個人に向けても

助成金制度の周知・啓発を図ってください。 

達成半ば 

・平成23年度、24年度評価における指摘事項を踏まえて、

助成金制度の周知に向けた取組をさらに進めてください。 

・産業振興課など、区内中小企業との関わりが深い他部署と

の連携を通して、助成金制度の周知を効果的に行う必要が

あります。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・両立支援制度の周知はできています。引き続き取り組んで

ください。 

・中小零細企業に対して、子育て中の従業員が働き続けられ

るように、保育関連の情報提供をすることも検討してくだ

さい。 

達成半ば 

・両立支援事業パンフレットを作成して配布するなど、制度

の周知に向けた努力がなされていることが認められます。 

・この制度の周知・活用のためには、中小企業での両立支援

制度導入を支援する社会保険労務士に対して周知を行う

ことが効果的と考えられます。今後、社会保険労務士会等

との連携についても視野に入れて取り組んでください。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば  

・年次有給休暇等の取得を促進するためには、経営者の意識

を変えるような啓発が必要です。 

・ワーク・ライフ・バランスの企業向け講座を通じた啓発（パ

ンフレット配布）を行う必要があります。港区内での優良

事例を調査し、中小企業に向けた紙媒体の取組事例集を作

成し、さまざまな人の目に届くような工夫が必要です。 

達成半ば 

・年次有給休暇等の取得促進のため、ワーク・ライフ・バラ

ンス推進企業認定制度の周知を通した啓発活動が行われ

ています。 

・現実には、人権・男女平等参画担当のみで区内企業従事者

の年次有給休暇の取得促進を図ることは、困難であると考

えられます。産業振興課などの関係課と共同で事業を進め

るなど、事業のあり方自体を見直す必要があります。 
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事業50 育児・介護休業制度・看護休暇の普及促進 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・区広報誌等で広報・周知している点は評価します。年々申

請件数は高まっていますが、支援制度の認知度がまだ低い

のではないかと考えます。さらなる制度の周知に工夫が必

要です。 

達成半ば 

・継続的な周知が行われていますが、特に男性に対する働き

かけを強め、意識改革を促す必要があります。 

・育児・介護休業制度や看護休暇の普及促進のためには、保

育制度の充実が必要です。 

・今後、人権・男女平等参画担当と産業振興課が連携して取

組を進める必要があります。 

 

 

計画期間全体 

総括評価 
達成半ば 

 

 

 

102



 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・育児や介護との両立に関する記事を広報みなとやオアシス

で継続的に取り上げ、引き続き周知してください。さらに

普及させるため、掲載回数を増やすなどの工夫が必要で

す。 

達成半ば 

・育児・介護休業制度、看護休暇制度について継続的な周知

が行われていますが、こうした制度が十分に普及している

とまでは言い切れません。引き続き広報を行ってくださ

い。 

・育児休業助成金制度について、制度を検証して問題点を抽

出し、改善を図った点は評価できます。平成27年度以降

も積極的な取組を行うことを期待します。 

 

 

目標とした取組が概ねなされています。また、計画期間中に取組の進捗状況を所管課が自ら検証し、判明した課題の改善

が図られている点については、評価できます。今後も関係課、関係機関と十分に連携した上で、男女の多様な働き方の支

援のための取組を進めることを期待します。 
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責任項目

５ 

目 標 ３ 人権の尊重と生涯を通じた健康を支援する 

課 題 ２ 配偶者等に対するあらゆる暴力の根絶 

施策の方向１ 暴力防止教育と啓発 

 

● 総合評価 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

啓発対象にふさわしいテーマを選択するなどの工夫も見ら

れますが、啓発媒体の種類も部数も少なく、より多くの人に

伝えるための工夫が不足しています。外国語に対応した意識

啓発を進めるべきです。関連する部署との連携など、より一

層の工夫が必要です。 

達成半ば 

「ＤＶから一歩踏み出すためのガイドブック」の作成・配布

は評価できますが、より効果的な配布方法、配布先を工夫す

ること、中学生・高校生への啓発を行うことなど、さらなる

工夫が必要です。 

 

● 個別事業評価 

事業110 ドメスティック・バイオレンスに関する意識啓発 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・人権・男女平等参画担当の活動は評価しますが、各総合支

所の活動はパンフレットの配布にとどまりました。 

・重点啓発期間にパネル展を開催するなど効果的ですが、よ

り多くの区民に知らせる工夫が不十分です。また、パン

フレットを総合支所に置くという従来の方法だけでな

く、潜在化する DV の防止啓発にはもう一歩踏み込んだ

地域への働きかけが必要です。各総合支所職員の窓口で

の初期対応が重要であることから、研修の積極的な実施

が望まれます。 

・相談件数が多いことは、意識啓発の一つの効果として評価

できます。また、高校でデート DV の講演を開催したこ

とは、啓発の対象者にふさわしいテーマの工夫として評価

できます。しかし、意識啓発の手法として2,000部のパ

ンフレット・リーフレットの配布が中心というのは、質的

にも量的にも少なすぎです。部数も啓発媒体の種類も増や

す必要があります。予算的に厳しいことは理解できます

が、より一層の工夫を期待します。 

達成半ば 

・「DV から一歩踏み出すためのガイドブック」１万部の発

行は評価できます。 

・中高生向けのリーフレットが必要なこと、リーブラと連携

した出前講座の実施など、パネル展示だけではなく直接話

しかける形での啓発等、より積極的な啓発活動も行う余地

があると考えます。 
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評価 

基準 

１．教育・啓発の対象を明確にしつつ、より広く多くの人が「教育・啓発」を受けるための工夫

をしていますか。 

２．対象となるべきすべての人に配布物などや必要な情報を届けるための工夫をしていますか。 

３．実施された教育・啓発事業、配布されたパンフレットなどに関する区民からの問い合わせや

意見を収集・対応するために庁内が連携していますか。 

 

 

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

ＤＶ被害予防冊子の作成、配布は評価できますが、より効果

的な配布方法、配布先の拡大について、さらなる取組が必要

です。 

達成半ば 

効果的な意識啓発が必要です。ＤＶに関する意識が低い人

（特に中学生・高校生）にパンフレットを配布するとともに、

ホームページを活用するなど、情報を容易に入手できる環境

整備が求められます。また、意識啓発に当たっては、「被害

の発生防止」「被害者の救済」のそれぞれに対応できるよう、

内容と方法を十分に検討してください。 

 

  

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・23年度に作成したＤＶ被害予防冊子について、中学校で

の配布規模の拡大など、配布先の拡大を検討してくださ

い。 

・ＤＶ被害の防止に向けた啓発講座等については、開催回数

や開催場所を増加させるなど、より一層工夫する必要があ

ります。 

達成半ば 

・対象者を女性に限定しない講座が開催されているものの、

男性の参加者はいませんでした。講座内容などを工夫し

て、誰もが参加しやすい講座とすることが求められます。 

・女性被害者を対象とした講座については、メイクレッスン

に加えて、さまざまな体験型の講座を実施し、自己肯定

感の回復が図られることを期待します。 

・意識啓発を効果的に行うため、特に中学生・高校生など、

ＤＶに関する意識が低い人に向けてパンフレットを配布

するなど、啓発方法を工夫する必要があります。 

・被害者と接する可能性の高い職業の人を対象とした講座の

開催について、検討してください。 
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事業111 国際化に対応した多言語リーフレットの作成 

平成２２年度 平成２３年度 

不十分で課題がある 

・アジア各国からの居住者が多い中、リーフレット等は、や

はり中国語、韓国語版も用意すべきではないかと思いま

す。その結果わかる需要に応じて、窓口対応の検討が求め

られます。 

・「港区国際化推進プラン」によると、港区の人口に占める

外国人割合は増加してきており、さらに、経済成長の著し

い国の外国人の登録者数も増加していることに伴い、行政

サービスにおいても、英語以外の外国語での対応が必要と

なるケースも起きている、とされています。そのため、家

庭相談センターの紹介パンフレットだけでなく、外国人を

対象とした意識啓発のリーフレットも必要ですし、英語以

外の言語への対応も必要です。少なくとも、家庭相談セン

ターのパンフレットについては英語だけで十分なのか検

証するとともに、国際化推進担当との連携も求められま

す。 

・配暴センターの存在を英語圏以外の人に知らせるために

も、多言語のリーフレットの作成が必要です。 

達成半ば 

・英語版リーフレットの作成はできているので、中国語版、

韓国語版のリーフレットやカードの作成を検討する必要

があります。 

・今後は効果的な配布方法をより一層工夫する必要がありま

す。 

 

事業112 パンフレットの配布 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・パンフレットの配布先として、区立施設（いきいきプラザ、

保育園、児童館、保健所）、民間の病院、大学、マンショ

ン自治会、商店街など工夫が必要です。 

・意識啓発の手法として、2,000 部のパンフレット・リー

フレットの配布が中心というのは、質的にも量的にも少な

すぎです。部数も啓発媒体の種類も増やす必要がありま

す。予算的に厳しいことは理解できますが、より一層の工

夫を期待します。 

達成半ば 

・区立施設、民間病院、大学、マンション、自治会、商店街

など、配布先についてより一層の工夫が必要です。 

 

 

計画期間全体 

総括評価 
達成半ば 
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平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・24 年度には韓国語版のパンフレットが作成されました

が、中国語版は作成されませんでした。中国語版のパンフ

レットを作成してください。 

・作成した多言語リーフレットの普及のため、ホームページ

を活用するなど、工夫してください。 

達成半ば 

・多言語リーフレットの普及に向けたホームページの活用に

ついて、24年度評価における指摘事項が反映されていま

せん。外国人相談者が区の相談窓口の情報を容易に把握

し、躊躇せずに相談できるようにするため、ホームページ

を活用することが不可欠です。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・パンフレットの配布先の拡大が必要です。民間病院、特に

規模が大きな病院での配布に向けて取り組んでください。 

達成 

・24年度評価を踏まえ、民間病院へのパンフレット配布を

行ったことは評価できます。今後は、被害者に接する可能

性の高い人への配布を一層推進してください。 

・ＤＶ被害者等が相談機関の情報を把握し、躊躇せずに相談

できるようにするため、ホームページを活用する必要があ

ります。 

 

 

ＤＶ被害予防冊子を作成、配布することができた点については評価できますが、この被害予防冊子をはじめ、作成した啓

発資料の効果的な配布方法、配布先を工夫することが今後の課題です。特に、中学生・高校生に対する啓発の充実が望ま

れます。 
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責任項目

６ 

目 標 ３ 人権の尊重と生涯を通じた健康を支援する 

課 題 ２ 配偶者等に対するあらゆる暴力の根絶 

施策の方向３ 配偶者暴力相談支援センター機能の充実 

 

● 総合評価 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・支援体制は整っていると評価できます。また、研修の充実

を図り、相談員のスキルアップに努めているなど体制を整

備しています。これからは、体制を充実させるだけでなく、

成果を挙げていくことが必要です。 

・相談件数は増加しており、配偶者暴力相談支援センターの

役割は今後さらに重要になります。相談員の増員・質の向

上はもとより、地域ぐるみの支援体制の核として医療機関

や民間支援機関との連携に力を入れていただきたい。 

達成 

配偶者暴力支援センターは子ども家庭支援部に位置づけら

れており、関係機関と連携しつつ、相談から自立までの支援

が効果的に行われています。 

加害者更生プログラムの構築については、行政としての実施

が難しい面もありますが、構築に向けて継続した努力がある

となおよいと考えます。 

 

● 個別事業評価 

事業115 相談から自立までの一貫した支援 

平成２２年度 平成２３年度 

達成 

・支援の体制が充実し、DV被害者の就労（自立）件数も評

価できます。 

・当初の主訴が DV でない場合も相談員が丁寧な聴き取り

の中で敏感に感じ取り、早期支援に取り組むことができて

います。自立（支援の終了）をどの時点におくか、支援の

途切れた後の地域の受け皿が課題となります。 

・相談件数が多いことは評価できます。専門の相談員を配置

し支援体制も整備され、他部局等との連携も取れていま

す。今後は、自立までの年数がかかる中で、相談者が確実

に自立できたという実績の検証が必要です。 

達成 

・配偶者暴力支援センターが子ども家庭支援部に位置づけら

れており、ニーズに対応できています。 

 

事業116 加害者更生プログラムの構築 

平成２２年度 平成２３年度 

不十分で課題が多い 

・加害者更生プログラムは、一部の民間団体が取組を進めてい

るものの、日本ではまだ普及しておらず、事例や情報を入手

する機会や研修などの機会も少ないようです。そのため、プ

ログラムの構築には時間がかかると思われますが、22 年度

は構築には至っていません。23年度の進展を期待します。 

不十分で課題がある 

・研修に参加するという本年度の目標は達成できています。 

・加害者更生プログラムの構築には時間がかかると考えられ

ますが、より積極的に情報収集に努め、プログラムの構築

に着手するよう務めることを期待します。 
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評価 

基準 

１．相談から自立までの一貫した支援を行うため、関係する庁内の部署、区内外の関係機関、民

間の支援機関などとの連携構築に努めていますか。 

２．相談員などＤＶ被害者の相談に対応する関係者の研修を行い、質の高い相談員の育成と当事

者主体の相談体制の充実に努めていますか。 

 

 

平成２４年度 平成２６年度 

達成  

配偶者暴力相談支援センターが相談機関として定着すると

ともに、相談員の体制が整備されていると認められます。加

害者更生プログラムの構築については課題です。 

達成  

カウンセラーの増員や研修回数の増加が図られるなど、配偶

者暴力相談支援センターの相談体制が充実していることが

認められます。今後は、配偶者暴力相談支援センター機能の

さらなる充実を目指して、加害者更生プログラムの構築に向

けた取組が求められます。 

 

  

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・21年度から24年度にかけて相談人数が250人以上増

加しており、配偶者暴力相談支援センターが相談機関とし

て定着しています。 

・配偶者暴力相談支援センターでは、専門相談員 3 人体制

が確保され、支援体制が充実しています。 

・特に男性被害者からの相談や、深刻なケースへの対応もで

きていることは評価できます。 

達成 

・配偶者暴力相談支援センターに１日あたり４人の相談員が

配置されているなど、充実した相談支援体制が確保されて

います。 

・今後、配偶者暴力相談支援センターが関係機関と一層の連

携を図り、被害者への同行支援を含めた包括的な支援が行

われることを期待します。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

不十分で課題がある 

・研修に参加するという本年度の目標は達成できていますが、加害者更生プ

ログラムの構築に向けた取り組みは23年度から変化が見られません。 

・加害者更生プログラムの構築には時間がかかると考えられ

ますが、より積極的に情報収集をして、プログラムの構築

に着手するよう努めることを期待します。 

不十分で課題がある 

・加害者更生プログラムを構築するという目標は達成されて

いませんが、プログラムの構築に向けて取り組むというこ

とは画期的であると考えます。引き続き、プログラム構築

に向けた取組が推進されることを期待します。 
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事業117 カウンセラーの配置 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・カウンセラー（専門の相談員）を配置し、体制を充実さ

せたことは評価できます。今後は、実績の積み重ねが必

要です。 

・増え続ける相談に対応するには、さらに相談員の増員が

求められます。また相談員の継続性がもたらす信頼感は、

被害者支援に不可欠なものです。 

・相談者がかなり多い様子ですが、相談員はこの人数できめ

細かいケアが出来ているのか疑問です。 

達成 

・相談員（カウンセラー）３人が毎日８時から 17 時まで

対応しており、体制が充実しています。 

・配偶者暴力相談支援センターが子ども家庭支援部に位置

づけられており、関係機関との連携が容易です。 

・３人の相談員の中で、専門分野にフェミニストアプローチ、

キャリアアプローチなどのバラエティがあれば、よりよい

と考えます。 

 

事業118 カウンセラーの研修体制の充実 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・研修体制も充実しスキルの向上に努めていることは評価で

きます。今後は、実績の積み重ねが必要です。 

・相談件数が増えていることから、研修時間をとるのが難し

い状況が見受けられます。相談員の心身の健康のため、ス

ーパーバイズを行っていることは評価できます。 

・年８回の研修では不足しているため、少なくとも１カ月に

１回の研修が必要です。 

達成 

・研修に年８回程度参加するという目標は、達成できていま

す。 

・今後、相談件数の増加に伴い、カウンセラーに対するスー

パーバイズやケアの必要性が高まることが予想されるの

で、より充実させる必要があります。 

 

事業119 相談員の質の向上 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・研修体制も充実しスキルの向上に努めていることは評価で

きます。今後は、実績の積み重ねが必要です。 

・実際に質の向上を計れたかどうかを、利用者のアンケート

等で確認する機会が必要です。 

・DV被害者にとってはフェミニストカウンセリングが求め

られることから、相談員はさまざまな機会を利用して研修

を受ける必要があります。 

また、民間NPOとの連携により支援の幅をさらに広げて

いただきたい。 

《事業 118と一括で評価》 

 

計画期間全体 

総括評価 
達成 
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平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・専門相談員3人体制が確保され、相談件数も増加してお

り、支援体制が充実しているものと認められます。 

・３人の相談員の中には、産業カウンセラーの資格を持つ相

談員がおり、幅広いスキルを持った相談員の体制が整備さ

れています。 

達成 

・十分な能力を有する相談員が配置されています。また、人

員についても４人体制と適切に配置されており、支援体制

が充実していることが認められます。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・研修に年10回参加しており、相談員の質の向上に向けた

取組が行われています。 

・今後、研修の継続性や、相談員ごとのキャリアアップとし

ての位置づけについて考える必要があります。 

達成 

・24年度から26年度にかけて、研修の参加回数が増加し

ており、カウンセラーの研修体制が充実しているものと認

められます。 

・所管課が実施する研修に加え、相談員自ら研修を企画・実

施する意向がある場合に、所管課が協力できる仕組みづく

りが求められます。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

《事業 118と一括で評価》 達成 

・24年度から26年度にかけて、研修の参加回数が増加し

ており、相談員の研修体制の充実が認められます。これに

伴い、相談員の質も向上しているものと考えられます。 

・今後は、配偶者暴力相談支援センター所管課の職員がＤＶ

に関する意識を高めて、相談員と密接に連携する仕組みづ

くりを期待します。 

 

目標とした取組が概ねなされています。配偶者暴力相談支援センターに必要な相談員・カウンセラーが配置されており、

充実した相談体制が機能しているものと認められます。今後もこうした状態を維持するとともに、配偶者暴力相談支援セ

ンター機能の更なる向上を期待します。 
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責任項目

７ 

目 標 ３ 人権の尊重と生涯を通じた健康を支援する 

課 題 ２ 配偶者等に対するあらゆる暴力の根絶 

施策の方向６ 自立支援体制の整備 

 

● 総合評価 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・支援体制は整っていると評価できるので、これからは、体制を

充実させるだけでなく、成果を挙げていくことが必要です。 

・被害者（子どもを含む）の自立支援には地域ぐるみの取組

が求められており、不動産業者や医療機関、民間支援団体

などとのネットワークづくりに努力しています。区のリー

ダーシップがより一層求められています。 

達成 

自立支援に向けて、住居の斡旋によるきめ細やかな対応が必

要ですが、ホームヘルプサービスや被害者へのカウンセリン

グの実施については目標が達成され、サービス利用者の増加

や、カウンセリングニーズへの適切な対応など、効果をあげ

ています。 

 

● 個別事業評価 

事業123 住居の斡旋 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・関係する団体等との連携はとれており、基本的な支援の仕

組みは評価できます。現状では、単年度あたりの件数も少

ないようなので、今後の実績の積み重ねの中で、外国語対

応等の課題が見えてくるのではないでしょうか。 

・被害者の生活安定には、安心して暮らせる住まいの確保は

最も重要であると思います。優良な不動産業者と連携し、

母子にも単身女性にも適切な情報提供を行っていく必要

があります。 

達成半ば 

・住居確保に結びつくよう、よりきめ細かい対応（斡旋）の

充実が望まれます。 

 

事業71 ホームヘルプサービスの充実（再掲） 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・利用者が増え、ひとり親への支援が促進されています。 

・支援の希望者が増えている中で、現状では十分な対応がで

きているようです。利用料の徴収など今年度の見直しには

当事者の意見反映が求められます。 

・積極的に周知を図り、利用が増加したことは評価できます。

しかし、DV被害者の支援事業としての実績が不明確なの

で、今後は DV 被害者の支援事業としての実績を上げる

ための工夫が必要です。 

達成 

・１回の利用を４時間に限定し、利用世帯数が増加したこと

は評価できます。 

・ＤＶ被害者世帯の利用把握にも努めています。 

・さらに潜在ニーズを掘り起こし、利用者ニーズに応えるこ

とを期待します。 
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評価 

基準 

１．ＤＶ被害者の心身の回復をサポートするために、様々な関係機関や民間の専門機関との連携

を活かした支援が行われていますか。  

２．自立に必要な情報を当事者に届けるための工夫がされていますか。 

 

 

平成２４年度 平成２６年度 

達成 

自立支援に向けて、住居の斡旋やホームヘルプサービス、被

害者へのカウンセリングの実施について目標が達成されて

います。相談や支援ニーズの増加に対応できています。 

達成 

・自立支援に向けて、住居の斡旋やホームヘルプサービス、

被害者へのカウンセリングの実施について目標が達成さ

れています。被害者の相談や支援ニーズに対応できていま

す。 

・被害者の自立支援のため、関係機関と連携しながら同行支

援を実施してください。 

 

  

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・都営住宅や不動産事業者の紹介など、区として対応できる

取組が行われています。 

・さらにＤＶ被害者の住居確保に結びつくよう、他の自治体

など行政機関と連携して、より具体的な方策の充実が望ま

れます。 

・今後、ＤＶ被害者が住居確保のために不動産事業者を訪れ

る際などへの同行支援の充実が必要です。 

達成 

・被害者に対して、ＵＲ、都営・区営住宅の入居者募集情報

を広く周知していることに加え、被害者の個々の状況や

要望に応じた情報提供が行われています。 

・斡旋を希望した被害者全員が都営住宅に入居できており、

評価できますが、希望者自体が少数です。今後、住居確保

を必要とする潜在的なニーズの掘り起こしに取り組むこ

とを期待します。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・ＤＶ被害者の状況に応じて、希望するサービスを 100%

提供されたことは、評価できます。 

・今後、表面化していない潜在ニーズをさらに掘り起こし、

利用者ニーズに応えることを期待します。 

達成 

・児童扶養手当現況届送付等の機会を捉えて、サービス利用

希望者の把握に努めています。24年度以前の評価におい

て指摘した潜在的なニーズの掘り起こしを含め、取組が

適切に行われています。 

・しかし、ＤＶ被害者のサービス利用が少数にとどまってい

るため、その要因（利用料の水準、利用可能日数及び回数

等の制約の有無）を分析する必要があります。サービスを

必要とする被害者が躊躇せずに利用できるよう、必要な方

策について検討してください。 
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事業124 被害者へのカウンセリングの実施 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・相談者数が多く、相談内容に沿ったカウンセリングが実施

できているように思います。 

・相談員を配置し体制を充実させ、臨床心理士との連携も図

られていることは評価できます。今後は、実績の積み重

ねが必要です。 

・必要に応じて専門機関への紹介がされているようです。被

害者のカウンセリングには長い期間を要するので精神科

医などの医療機関、民間の支援団体など、さらなる紹介先

を開拓することも必要です。 

達成 

・配偶者暴力相談支援センターでのカウンセリングには回数

制限がなく、リーブラの相談については原則５回までと

されており、利用者ニーズに応えることができています。 

・相談員だけではなく、臨床心理士との面談ができることは

評価できます。 

 

 

計画期間全体 

総括評価 
達成 
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平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数が大幅に増

加していますが、その要因としては、配偶者暴力相談支

援センターの認知度が高まっていることが挙げられま

す。 

・相談件数の増加に対して、必要な対応ができていると認め

られます。 

達成 

・配偶者暴力相談支援センターに産業カウンセラーやキャリ

アカウンセラーが配置されており、適切なカウンセリン

グ体制が確保されていることは評価できます。 

・また、裁判所や病院への同行支援、来庁困難者に対する出

張面談が実施されている点も評価できます。ただし、限ら

れた人数の中で円滑に取組を実施するため、同行支援や出

張相談の実施に当たっては、関係機関との連携強化に努め

てください。 

 

 

被害者の自立支援に向けて、住居の斡旋やホームヘルプサービス、被害者へのカウンセリングといった取組が展開される

など、計画期間を通して、取組が段階的に実施されています。引き続き、被害者の自立支援に向けた各種取組を行うとと

もに、被害者の潜在的なニーズを汲み取って支援に結びつけることが求められます。 
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責任項目

８ 

目 標 ４ 男女平等参画社会実現に向けた推進体制を充実する 

課 題 １ 拠点施設の充実 

施策の方向１ 男女平等参画センター（リーブラ）事業の充実 

 

● 総合評価 

平成２２年度 平成２３年度 

達成 

・利用者の意見を取り入れ、行政との連携を図る努力がみら

れますが、主体的に活動し、リーブラの運営にも主体的に

かかわる団体・人の育成に課題はあります。 

・広報の工夫は見られるものの、質的にも量的にも充実させる必要がありま

す。NPO団体等と連携を図り事業を進めていますが、団体に対する支援と

して、活動の場を提供すること以外の支援を工夫することも必要です。 

達成半ば 

様々な講座を行い、広報も工夫されていますが、「施設の充

実整備」「区民・団体の活動支援」「区民・団体活動との連携」

「学習機会提供の充実」のより一層の充実が望まれます。 

 

● 個別事業評価 

事業149 施設の充実整備 

平成２２年度 平成２３年度 

達成 

・施設の周知や活動が活発に行われています。 

・利用者の意見を取り入れようとする姿勢がみられます。地

域にリーブラをアピールするための工夫がみられます。 

・区民参画の会議を頻繁に開催し、新しい施設の実施設計に

区民の意見を十分に反映させています。 

達成半ば 

・リーブラ運営協議会や利用者懇談会の実施、リーブラ運営

協議会委員の多くが実際の利用者であることなど、利用

者の意見を聴取する工夫がなされていることは評価でき

ます。 

・新規利用者の拡大を図ることが求められます。 

 

事業150 区民・団体の活動支援 

平成２２年度 平成２３年度 

達成 

・推進団体が徐々にではあるが増加していることは評価できま

す。１団体当たりの利用件数も20回程度あり、活動の場の

提供という意味では一定の実績をあげています。団体間の交

流事業も行われていますが、今後は、23 年度の事業目標に

あるように、どのような活動支援が団体にとって効果的なの

かなど、支援内容を検討する必要があります。一方で、一般

団体の登録が減少しています。事業目的からすると気にする

必要は無いのかもしれませんが、その原因と対策を検討する

ことにより、推進団体の増加にも寄与できると思います。 

・推進団体数が年々増加している点に、利用団体への意識づけの効果

が表れています。しかし、一般区民や区の一般職員からの企画がま

だまだ少ないようです。さらなる団体の育成に取り組んでください。 

達成半ば 

・広報資料の有効活用が必要です。現状は単に資料を配置し

ているだけであり、例えば配置先の担当者に内容を説明

し、理解を求める必要があります。 

・より効果的な周知のために、リーブラだよりの配置場所や

掲示場所を増やす必要があります。（企業や学校等、今ま

でとは異なる場所への配置） 

・一般団体の登録数が減少しているので、より充実させるた

めに、今までと違う形でのＰＲ活動を検討してください。 
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評価 

基準 

１．男女平等推進の拠点施設としてのリーブラ（およびリーブラで行われている事業）を、より

多くの人に知らせる工夫をしていますか。 

２．利用者の意識向上、活動団体の育成などに効果的な支援を行っていますか。 

３．行政と連携し、区内の企業・大学・ＮＰＯなどと連携し地域づくりに寄与していますか。 

 

 

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

リーブラで行われている様々な講座について、広報が工夫さ

れていますが、より一層の充実と、とりわけ新規利用者の拡

大に向けた取り組みが望まれます。 

達成 

リーブラの「みなとパーク芝浦」への移転に伴い、施設が非

常に充実しました。今後は、利用者のニーズを把握して改善

に努めるなど、機能面での充実が求められます。また、リー

ブラの特色づくりとして、他の区市町村では行われていない

独自事業の実施に向けた検討がなされることを期待します。 

 

  

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・リーブラ運営協議会や利用者懇談会の実施、リーブラポス

トの設置など、利用者の意見を聴取するための努力がな

されています。 

・リーブラ運営協議会やリーブラポストで出された意見を、

リーブラの新たな取組に結びつけてください。 

達成 

・リーブラの「みなとパーク芝浦」への移転により、施設を

充実させることができています。 

・今後も、案内表示の改善など、誰もが利用しやすい施設と

なるように、引き続き環境整備を推進することを期待しま

す。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成半ば 

・活動助成事業、団体育成事業については、応募団体数が少

数にとどまっています。事業自体が知られていないことが

考えられます。 

・子ども家庭支援センターとの連携により、同センターで活

動している子育て世帯の父親のグループに対して働きか

けを行うなど、周知に力を入れる必要があります。 

達成 

・活動助成事業・団体育成事業について、24年度評価にお

いて指摘した子ども家庭支援センターで活動している団

体に加え、区内の保育園や図書館での幅広いＰＲが行わ

れていることは、評価できます。 

・区民や団体への活動支援を通して、男女平等参画社会の実

現を目指す観点から、引き続き活動助成事業・団体育成事

業の周知に取り組むことを期待します。 
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事業151 区民・団体の活動との連携 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・多様な人々の交流をめざし、区内の大学や企業への働きか

けを行っている点は評価できますが、港区唯一の拠点とし

て、行政と区民が一緒に男女平等を推進するという目的に

照らしてみると、連携はまだ進んでいるとは言えません。

男女平等の推進は「地域づくり」という共通認識が必要で

す。 

・男女平等参画センター運営協議会を開催し、団体等と連携

して事業を実施したことは評価できます。 

達成半ば 

・団体の活動との連携はなされていますが、区民一人ひとり

との連携をより充実させる必要があります。 

・ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）等を利用

した区民とリーブラとの連携について検討する余地があ

ると考えます。 

 

事業152 学習機会の提供の充実 

平成２２年度 平成２３年度 

達成 

・様々な視点で講座が企画され、多様な人たちの参加が実現

しているように思います。「ふらっとリーブラ」のような

講座の実施は、気軽に一人でも参加しやすい場となること

が期待できます。 

・NPO 団体等との連携や、CATV の利用による広報の工

夫などは評価できます。しかし、参加者数は多いとは思え

ません。今後は参加者を集められる企画を工夫するととも

に、参加者を増やすために、広報についてもより一層工夫

することを期待します。 

達成半ば 

・現段階ではリーブラで様々な講座が多く行われています。 

・講座によってニーズに多少のばらつきが見られます。今後

は講座の組み合わせ、多様な企画や計画を示すなどの工夫

が必要です。 

・新たなニーズの掘り起こしと利用の拡大を図る必要があり

ます。 

 

事業153 情報収集、整備、提供 

平成２２年度 平成２３年度 

達成半ば 

・蔵書が増え、貸出冊数も利用者も増えています。情報コー

ナーも工夫がみられますが、利用団体の企画を外向けにア

ピールできるスペースが少ないように思います。 

・図書資料も増え、貸出実績も増加していることは評価でき

ます。図書館システムの導入により、貸出実績が大幅に増

加しています。新たな利用者に対して図書の利用だけにと

どまらず、本来の目的に沿って、男女平等参画を促すよう

な努力が必要です。CATVの利用など、広報にも工夫し

て取り組んでいますが、今後は、利用者を増やすために、

広報についてより一層の工夫を期待します。 

・図書館便りなどのパンフレットの配布があれば良いと思い

ます。 

達成 

・区内のどの図書館でも借りることができ、返却することが

できるということから、今年度の目標は達成できていま

す。 
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平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・リーブラ運営協議会を 7 回開催するなど、区民・団体の

活動との連携に積極的な取組が見られることは評価でき

ます。 

・今後、新たなメディアを利用することなど、広報について

さらに工夫してください。 

達成半ば 

・リーブラフェスティバルの実行委員会運営について、登録

団体等の意見を踏まえた改善が行われており、評価でき

ます。 

・リーブラの利便性の一層の向上のため、今後も登録団体等

と定期的な意見交換を行うなど、区民・団体の意見を把握

し、取組の改善に結びつけるような仕組みが求められま

す。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・リーブラで様々な講座が多く行われており、多数の参加者

を集めています。特に、男性の参加者数が多いことは評価

できます。 

・今後、講座の動画配信等、講座に関する情報発信について

さらに工夫する余地があると考えます。 

達成 

・リーブラで様々な講座が多く行われており、参加者に対す

るアンケート調査では、全体の８割以上が講座内容に好

印象を抱いています。参加者の満足度が高い講座を提供

することができています。 

・講座参加者の多くが、リーブラを初めて利用しているとい

うことから、今後は参加者をリーブラの活動に定着させる

ための取組が必要です。 

 

  

平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・リーブラ図書資料室の蔵書数が増加しており、図書の貸出

数も増加しているなど、活発な利用が認められます。 

・資料がより一層有効に活用されるために、図書の電子化な

どの取組を推進してください。 

達成 

・リーブラ図書資料室の新刊図書の購入冊数の増加、開架方

法の改善、貸出件数の増加という点から、図書資料の収

集・整備体制が充実しているものと認められます。 

・引き続き、区民にとって分かりやすく、利用しやすいリー

ブラ図書資料室となるよう、整備の継続を期待します。 
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事業154 相談事業の充実 

平成２２年度 平成２３年度 

達成 

・ＤＶ相談に関する研修や夜間の相談対応などにより、相談

件数が大幅に増加しています。配暴センター（家庭相談セ

ンター）との連携も進んでいるようです。 

・相談件数が増加していることは評価できます（540 件→

1,117件）。また、相談員の質の向上に取り組んでいるこ

とや、NPOと連携した活動も評価できます。しかし、広

報については、区の広報誌や区内施設を利用するだけで

は、質的にも量的にも不十分なので、今後は大学・病院・

企業などでの広報を工夫する取組が必要です。 

達成  

・相談件数が増加しています。件数の増加に伴い懸念される

点についても、対応ができています。 

・配偶者暴力支援センターとの連携をより一層強化する必要

があります。 

・今後、相談の実施時間や開催日などの潜在ニーズを把握す

ることにより、より一層の充実に努めてください。 

 

 

計画期間全体 

総括評価 
達成 
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平成２４年度 平成２６年度 

達成 

・リーブラ相談室における相談件数が22年度以降1,000

件を超えており、相談しやすい体制が確立されています。 

・24年度には新たに弁護士による相談が開始されるなど、

取組の充実が認められます。 

達成 

・リーブラ相談室の開催日や実施時間の拡充に加え、関係機

関との連携強化に取り組んでおり、相談体制の充実が認

められます。 

・相談体制の充実を背景として、相談件数が大幅に増加して

いることは評価できます。今後は、相談者の満足度を踏ま

えて評価する必要があります。 

 

 

目標とした取組が概ねなされています。計画期間中のリーブラの「みなとパーク芝浦」への移転に伴い、特にハード面で

施設の充実整備が図られました。講座の実施や事業に関する広報についても、工夫しながら取組が展開されています。今

後もリーブラの機能の充実を図るとともに、新規利用者の拡大と利用の定着に向けた取組を進めることを期待します。 
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                            参考資料１ 

 

審議経緯 

 

会議回数 開 催 日 内   容 

第１回 平成 27年 5月 25日 諮問 

港区男女平等参画行動計画（平成 22 年度～26 年度） 平成

26 年度事業実績の評価について及び港区男女平等参画行動

計画（平成 22年度～26年度）の評価について（総括）検討 

作業部会開催 

第２回 平成 27年 6月 3日 港区男女平等参画行動計画（平成 22 年度～26 年度） 平成

26 年度事業実績の評価について及び港区男女平等参画行動

計画（平成 22年度～26年度）の評価について（総括）検討 

作業部会開催 

第３回 平成 27年 6月 24日 港区男女平等参画行動計画（平成 22 年度～26 年度） 平成

26 年度事業実績の評価について及び港区男女平等参画行動

計画（平成 22年度～26年度）の評価について（総括）検討 

作業部会開催 

第４回 平成 27年 7月 8日 港区男女平等参画行動計画（平成 22 年度～26 年度） 平成

26 年度事業実績の評価について及び港区男女平等参画行動

計画（平成 22年度～26年度）の評価について（総括） 

答申 
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                              参考資料２ 

 

港区男女平等参画推進会議委員名簿 

  （任期：平成２６年７月１６日～平成２８年７月１５日） 

区分 氏名  所属など 

学
識
経
験
者 

◎ 稲葉  昭英  慶応義塾大学教授 

 大槻  奈巳  聖心女子大学教授 

 新田   香織  特定社会保険労務士 

区
内
の
男
女
平
等
参
画
関
係
団
体
に
属
す
る
者 

 谷向  敬子 地
域
社
会 

港区民生・児童委員協議会 

 榮   健 教 

育 
ＮＰＯ法人 みなと授業錬成アカデミー 

○ 佐藤  千里 生
涯
学
習 

一般財団法人 女性労働協会講師    

 南   朗子 人
権
啓
発 

公益財団法人 人権教育啓発推進センター 

事務局長事務取扱 

 長尾  哲治 雇 

用 

港区商店街連合会  

 長田  明 メ
デ
ィ
ア 

株式会社 テレビ朝日広報局 

お客様フロント部部長 

公
募
区
民 

 市川  惠子  公募区民 

 小池  玲子  公募区民 

 雑賀  成元  公募区民 

 田中  玲子  公募区民 

 藤森  京子  公募区民 

 宮口  高枝  公募区民 

◎は会長、○は副会長 
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１  港区男女平等参画条例  
平成 16 年 3 月 19 日 

条例第 3 号 

 

目 次 

前文 

第 1 章 総則（第 1 条―第 6 条） 

第 2 章 性別による権利侵害の禁止等（第 7 条・第８条） 

第 3 章 基本的施策等（第９条―第 14 条） 

第 4 章 港区男女平等参画推進会議（第 15 条―第１８条） 

第 5 章 苦情等の申出（第 19 条―第 22 条） 

第 6 章 雑則（第 23 条） 

付則 

 

 

私たちは、すべての人が人権を保障され、性別により差別されずに、一人一人の人権

がかけがえのないものとして尊ばれる社会の実現を願っている。 

港区は、昭和五十三年に女性問題の担当部門を設けたのをはじめ、婦人会館の開設、

婦人総合計画の策定など、先駆的に男女平等参画に取り組み、性別による差別の解消に

努めてきた。 

こうした取組によって、男女平等は前進してきているものの、性別による固定的な役

割分担意識に基づく社会制度や慣行は、今なお存在している。これらを解消し、男女平

等を実現するには一層の努力が不可欠である。 

港区は、世界に情報発信する国際性豊かな都市であり、基本構想に人間性の尊重を掲

げ、性別や国籍の違いをこえて、人権が守られる地域社会の実現を目指している。 

私たちは、港区の歴史に誇りを持ち、未来に希望を抱き、同時にすべての人が性別に

とらわれず自分らしく豊かに生きることのできる男女平等参画社会を実現する固い決

意を込めて、この条例を制定する。 

 

 

第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 この条例は、男女平等参画社会の形成に関し、基本理念を定め、港区（以下「区」

という。）、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を

定め、男女平等参画の推進に関する施策（以下「男女平等参画施策」という。）を総合

的かつ計画的に推進することにより、男女平等参画社会を実現することを目的とする。 
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（定義） 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 男女平等参画 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、その個性と能

力を発揮する機会が確保されることにより、対等な立場で家庭、学校、職場、地域

等の活動に共に参画し、責任を分かち合うことをいう。 

二 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環

境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与

えることをいう。 

三 区民 区内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。 

四 事業者 営利、非営利の別にかかわらず、区内において事業活動を行う個人、法

人及び団体をいう。 

（基本理念） 

第 3 条 男女平等参画社会を形成するため、次に掲げる事項を基本理念として定める。 

一 すべての人の人権を尊重し、性別による差別的取扱いの解消を図ること。 

二 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度及び慣行を解消するよう努

め、国籍にかかわりなく、すべての人がその個性と能力を発揮できるようにするこ

と。 

三 男女が、家庭、学校、職場、地域等において意思決定の過程に平等に参画するこ

と。 

四 男女が、相互の協力及び社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭

における生活（以下「家庭生活」という。）の責任を分かち合うとともに、家庭生

活と、職場、地域等における生活（以下「社会生活」という。）とを両立させるこ

とができるようにすること。 

五 男女が、対等な関係の下に、互いの生涯を通じての健康と女性の妊娠、出産等に

関する権利を尊重すること。 

六 学校教育、生涯学習その他のあらゆる教育の場において男女平等参画の推進に取

り組むこと。 

（区の責務） 

第 4 条 区は、基本理念にのっとり、男女平等参画施策を総合的かつ計画的に推進す

るものとする。 

2 区は、男女平等参画施策を推進するに当たり、区民、事業者、国及び他の地方公共

団体と連携し、協力するものとする。 

3 区は、男女平等参画施策を推進するため、必要な体制の整備及び財政上の措置を講

ずるものとする。 
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（区民の責務） 

第 5 条 区民は、基本理念にのっとり、男女平等参画社会について理解を深め、家庭、

学校、職場、地域等において主体的に男女平等参画を推進するよう努めなければなら

ない。 

2 区民は、区が実施する男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、男女平等参画社会について理解を深め、その

事業活動に関し、男女平等参画を推進するよう努めなければならない。 

2 事業者は、区が実施する男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。 

 

第 2 章 性別による権利侵害の禁止等 

（差別的取扱い等の禁止） 

第 7 条 何人も、家庭、学校、職場、地域等において、性別による差別的取扱いをし

てはならない。 

2 何人も、家庭、学校、職場、地域等において、セクシュアル・ハラスメント、配偶

者等への暴力、児童虐待（児童買春、児童ポルノに係る行為等を含む。）その他の暴

力的行為（精神的なものを含む。以下「暴力的行為」という。）をしてはならない。 

（公衆に表示する情報についての留意） 

第 8 条 何人も、公衆に表示する情報において、女性に対する暴力的行為を助長する

表現その他の性別による差別を助長する表現を行わないよう努めなければならない。 

 

第 3 章 基本的施策等 

（基本的施策） 

第 9 条 区は、男女平等参画を推進するため、次に掲げる施策を行うものとする。 

 一 男女平等参画に関する学習機会の提供及び意識啓発を行う施策 

二 多様な情報伝達媒体からの情報を各人が能動的に解釈し、自ら発信する能力を育

成する施策 

三 暴力的行為その他の人権侵害の根絶を図るとともに、これらの被害を受けた者に

対し必要な支援を行う施策 

四 男女が共に家庭生活と社会生活とを両立し、自立して豊かに暮らすことができる

ようにする施策 

 五 生涯を通じた健康づくりを支援し、妊娠、出産等に関する権利を尊重する施策 

六 男女平等参画の推進に関する調査研究、情報の収集及び分析並びに情報の提供を

行う施策（付属機関等への男女平等参画の機会確保） 

第 10 条 区長は、男女平等参画を推進するため、区の付属機関等の委員の男女構成に

ついて、第 12 条第 1 項に規定する行動計画に数値目標を定めるものとする。 
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（雇用の分野における男女平等参画の推進） 

第 11 条 区は、事業者に対し、雇用の分野における男女平等参画を推進するため、情

報の提供その他必要な支援に努めるものとする。 

2 区は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女平等参画に関する調査及び

広報についての協力を求めることができる。 

3 区は、必要があると認めるときは、区との契約を希望する事業者に対し、男女平等

参画の推進に関する報告を求め、適切な措置を講ずるように協力を求めることができ

る。 

4 区は、男女平等参画の推進に関して積極的な取組を行っている事業者を表彰するこ

とができる。 

（行動計画） 

第 12 条 区長は、男女平等参画施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画

（以下「行動計画」という。）を策定するものとする。 

2 区長は、行動計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

3 区長は、行動計画を策定するに当たっては、区民及び事業者の意見を反映できるよ

う適切な措置を講ずるとともに、あらかじめ第 15 条に規定する港区男女平等参画推

進会議の意見を聴かなければならない。 

4 前 2 項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

（年次報告） 

第 13 条 区長は、行動計画に基づいた施策の実施状況について、年一回報告書を作成

し、これを公表するものとする。 

（拠点施設） 

第 14 条 区は、港区立男女平等参画センターを拠点として、区民及び団体による男女

平等参画に関する活動への支援その他の男女平等参画施策の推進に関する事業を実

施するものとする。 

 

第 4 章 港区男女平等参画推進会議 

（設置） 

第 15 条 男女平等参画の推進を図るため、区長の付属機関として、港区男女平等参画

推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第 16 条 推進会議は、行動計画その他男女平等参画の推進に関する重要事項について、

区長の諮問に応じ、調査審議し、答申するものとする。 

2 推進会議は、行動計画に基づいた施策の実施状況について調査審議し、必要に応じ

て区長に意見を述べることができる。 
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（組織） 

第 17 条 推進会議は、区長が委嘱する委員十五人以内をもって組織する。 

2 区長は、前項の委嘱に当たっては、委員の男女構成が均衡するよう努めなければな

らない。 

（任期） 

第 18 条 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。た

だし、再任を妨げない。 

 

第 5 章 苦情等の申出 

（苦情等の申出） 

第 19 条 区民及び事業者は、区長に対し、次に掲げる事項について苦情及び相談の申

出（以下「苦情等の申出」という。）をすることができる。 

一 区が実施する男女平等参画施策又は男女平等参画の推進に影響を及ぼすと認め

られる施策に関する事項 

二 性別による差別等男女平等参画を阻害する要因により人権が侵害されたと認め

られる事案に関する事項 

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については苦情等の申出をすることがで

きない。 

一 裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項 

二 法令の規定により、不服申立てを行っている事項又は不服申立てに対する裁決等

のあった事項 

三 苦情等の申出の処理に関する事項 

（苦情等の処理） 

第 20 条 区長は、苦情等の申出を受けた場合は、男女平等参画社会の形成に資するよ

う適切に対応するものとする。 

2 区長は、苦情等の申出について適切かつ迅速に処理するため、港区男女平等参画苦

情処理委員（以下「苦情処理委員」という。）を置く。 

（苦情処理委員の所掌事項） 

第 21 条 苦情処理委員は、苦情等の申出について、必要があると認めるときは、次に

掲げる事務を行う。 

一 苦情等の申出に係る調査を行うこと。 

二 第 19 条第 1 項第一号に規定する事項に関し、是正の勧告又は改善意見の表明を

し、その内容を公表すること。 

三 第 19 条第 1 項第二号に規定する事項に関し、関係者に対し助言、指導、是正の

要請及び意見の表明をすること。 
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（定数等） 

第 22 条 苦情処理委員は、三人以内とし、男女平等参画の推進に深い理解と識見を有

する者のうちから、区長が委嘱する。 

2 苦情処理委員の任期は、二年とし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。た

だし、再任を妨げない。 

第六章 雑則 

（委任） 

第 23 条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。 

 

   付 則 

 この条例は、平成十六年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

第 5 章の規定は、施行日から起算して六月を超えない範囲内において区規則で定める

日から施行する。 
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２ 港区男女平等参画条例施行規則 

平成十六年三月三十一日  

規則第十三号  

(趣旨 ) 

第一条  この規則は、港区男女平等参画条例 (平成十六年港区条例第三号。

以下「条例」という。 )第二十三条の規定に基づき、条例の施行について

必要な事項を定めるものとする。  

(用語 ) 

第二条  この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の

例による。  

(男女平等参画推進会議 ) 

第三条  条例第十七条に規定する港区男女平等参画推進会議 (以下「推進

会議」という。 )の委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げ

る員数以内を区長が委嘱する。  

一  学識経験者  三人  

二  区内の男女平等参画関係団体に属する者  六人  

三  区民のうちから公募により選定した者  六人  

2 推進会議に、会長及び副会長を置く。  

3 会長は、委員の互選より選出し、会務を総理し、推進会議を代表する。 

4 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故が

あるときは、その職務を代理する。  

(会議の運営 ) 

第四条  推進会議の会議は、会長が招集する。  

2 推進会議は、委員 (会長及び副会長を含む。次項及び第四項において同

じ。 )の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。  

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のと

きは、会長の決するところによる。  

4 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議

への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。  

5 推進会議の会議は、公開とする。ただし、推進会議が公開することが適

当でないと認めるときは、この限りでない。  

6 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。  

(苦情処理委員 ) 
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第五条  区長は、条例第二十二条第一項の規定に基づく港区男女平等参画

苦情処理委員 (以下「苦情処理委員」という。 )の委嘱に当たっては、女性

及び男性をそれぞれ一人以上選任するものとする。  

2 区長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認め

るとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員として

ふさわしくない行為があると認めるときは、これを解嘱することができる。 

3 苦情処理委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。  

(申出の方法 ) 

第六条  条例第十九条第一項の規定による苦情及び相談の申出 (以下「苦

情等の申出」という。)は、苦情等処理申出書 (第一号様式 )により行わなけ

ればならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、口頭で苦情等

の申出をすることができる。  

2 前項ただし書の規定により口頭で苦情等の申出をする場合は、区長は、

その内容を聴取し、書面に記録するものとする。  

(調査及び処理 ) 

第七条  区長は、前条の苦情等の申出があったときは、苦情処理委員に対

し、苦情等の申出の調査及び処理 (以下「調査等」という。 )を依頼するも

のとする。  

2 前項の依頼を受けた苦情処理委員は、必要があると認めるときは、速や

かに当該苦情等の申出の調査等をするものとする。この場合において、苦

情等の申出の内容により必要と認めるときは、合議体を構成して調査等を

することができる。  

3 区長は、調査等を依頼した苦情等の申出が、条例第十九条第二項第一号

又は第二号に該当するに至ったときは、苦情処理委員に調査等の中止を依

頼するとともに、調査中止通知書 (第二号様式 )により申出をした者 (以下

「申出者」という。 )に通知するものとする。  

(調査開始の通知等 ) 

第八条  苦情処理委員は、調査を開始するときは、当該苦情等の申出に係

る区の機関又は関係者に対し、調査開始通知書 (第三号様式 )により通知す

るものとする。ただし、条例第十九条第一項第二号に係る苦情等の申出の

場合において、相当な理由があると認めるときは、口頭で通知することが

できる。  

2 苦情処理委員は、区の機関又は関係者に対し、当該苦情等の申出に係る

説明又は資料の提出を求めることができる。  
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3 苦情処理委員は、職務を行う場合には、身分証明書 (第四号様式 )を携帯

し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。  

4 第一項の通知を受けた関係者は、当該申出者に対し、苦情等の申出を理

由として不利益な取扱いをしてはならない。  

(是正の勧告等 ) 

第九条  苦情処理委員は、条例第二十一条第二号に規定する是正の勧告又

は改善意見の表明 (以下「是正の勧告等」という。 )をする場合には、是正

勧告等通知書 (第五号様式 )により区の機関に通知するものとする。  

2 苦情処理委員は、条例第二十一条第三号に規定する助言、指導、是正の

要請又は意見の表明 (以下「助言等」という。 )をする場合には、助言等通

知書 (第六号様式 )により関係者に通知するものとする。ただし、相当な理

由があると認めるときは、口頭で通知することができる。  

3 苦情処理委員は、是正の勧告等又は助言等をする必要のない場合は、そ

の旨を速やかに、区の機関又は関係者に通知するものとする。  

(調査結果等の通知 ) 

第十条  苦情処理委員は、苦情等の申出について調査等が終了したときは、

速やかに調査結果報告書 (第七号様式 )により区長にその結果を報告する

ものとする。  

2 区長は、前項の報告があったときは、速やかに調査等の結果を、当該申

出者に対し調査結果等通知書 (第八号様式 )により通知するものとする。  

(是正その他の措置の報告 ) 

第十一条  区の機関は、是正の勧告等を受けた場合は、当該是正の勧告等

に係る措置結果を是正措置報告書 (第九号様式 )により区長に報告しなけ

ればならない。  

(庶務 ) 

第十二条  推進会議及び苦情処理委員の庶務は、総務部総務課において処

理する。  

(委任 ) 

第十三条  この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。  

 

付  則  

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。  

付  則 (平成一六年九月三〇日規則第八五号 ) 

この規則は、公布の日から施行する。  

付  則 (平成一八年三月三一日規則第五四号 ) 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。  
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付  則 (平成二二年三月二九日規則第三一号 ) 

この規則は、平成二二年四月一日から施行する。  
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