
政策№ 20

S 0

A 3

B 1

C 0

D 0

評価 A

28(実績)

20人

評価 A

28(実績)

64%

評価 A

28(実績)

3,471件

29(目標) 27(実績) 29(予測) 達成状況

26(当初)

施策名

③

成果目標 活動指標

子育て家庭へのきめ細かな支援が行われ、不安やスト
レスを抱えることなく、子育てができている

子育てコーディネーター事業の対応件数

26(当初)

4,500件 達成

０人

29(目標)

０人

達成状況29(予測)

60人

活動指標

子どもと子育てに関する相談支援体制が整っており、
子どもの権利が擁護されている

小中学生の「みなと子ども相談ねっと」の認知度

29(予測) 達成状況

－ 70% 55% 70% 達成②

施策名

成果目標

－ 500件 2,092件

29(目標) 27(実績)

施策の取組状況

・11名の職員が児童福祉司任用資格を取得したほか、専門家による相談指導、児童相談所
への職員派遣等により、専門性の強化を図りました。
・「みなと子ども相談ねっと」の認知度は目標を達成しました。また、職員向け専門研修
を実施するなど、相談機能の強化も図っています。

３　主な施策の取組状況

27(実績)

45人①

施策名

未達成

施策の取組状況

安全で安心な生活環境が確保され、子どもたちが健や
かに成長している

学童クラブ待機児童数

26(当初)

関係部子ども家庭支援部 保健福祉支援部、教育委員会事務局所管部

施策の取組状況

・平成27年度から子ども家庭支援センターと子育てひろば「あい・ぽーと」で開始した子
育てコーディネーター事業は、子育て家庭へのきめ細やかな支援として、予測を上回る相
談件数となっています。
・子育てひろばや児童館等、身近な施設において子育て相談を行っており、必要に応じて
保健所や子ども家庭支援センター等の専門機関を紹介しています。

・新たに緊急暫定学童クラブや放課ＧＯ→クラブの開設等により、定員拡大を図っていま
す。平成29年４月の定員は2,930人で、平成26年４月の1,431人から1,499人拡大しまし
た。平成29年４月時点の入会待ち児童(60人)についても児童館等の一般利用で放課後の居
場所を提供しています。
・中高生の放課後の居場所として、児童館や子ども中高生プラザのプログラムの充実を
図っています。

平成２９年度　港区政策評価シート

１　政策名・所管部門

政策名 健やかな子どもの「育ち」を支える環境を整備する

２　展開する施策の評価

評価分布

子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進

子どもの権利擁護を重視した環境づくり

すべての子どもが健全に成長できる家庭環境づくりの支援

成果目標 活動指標

① ② ③ ④ 

S(超過達成) 
A(達成) 
B(進展あり) 
C(進展少ない) 
D(進展なし) 



今後の方向性

重点的に取り
組む
施策・課題

・区立小学校内に設置している放課ＧＯ→クラブは、計画を前倒しして設置し、平成29年４月現在
14クラブとなっています。また、緊急暫定学童クラブについても、平成29年４月現在５クラブと
なっており、さらに平成29年９月に新規施設を開設し、計画以上の達成状況となっています。
・平成29年４月現在の学童クラブ定員は2,930名となっており、計画以上の達成状況となっていま
す。

・今後も学童クラブ需要が高い状態が続くことが見込まれることから、学童クラブの定員拡大に向
けて、未実施の区立小学校への放課ＧＯ→クラブの設置、緊急学童クラブの開設等を行っていきま
す。
・児童相談所を中核とした「(仮称)子ども家庭総合支援センター」を、平成33年４月に開設する予
定です。

□十分達成しています　　　■概ね達成しています　　　□達成が不十分です

・活動指標「小学生の『みなと子ども相談ネット』」「子育てコーディネーター事業の対応件数」
については、指標が目標に達しており、成果目標は達成しています。
・学童クラブの定員を計画以上に増やしていることは評価できます。

・年少人口の増加を踏まえ、ニーズを的確に把握し、放課ＧＯ→クラブなどの施設を適切に整備し
ていく必要があります。
・子どもの育ちを支えるため「（仮称）子ども家庭総合支援センター」の整備を着実に進めていく
必要があります。

７　二次評価（港区行政評価委員会による評価）

今後の方向性

重点的に取り
組む
施策・課題

政策の達成度

予算額 7,422,026 7,569,566 8,442,722

４　予算額・決算額・執行率（単位：千円）

年度 平成27年度

政策の達成状
況

平成28年度 平成29年度

98.0% －

流用・補正 67,478 166,880 －

・障害のある中高生の放課後の居場所づくりの検討を求める声があります。

予算・決算額
の推移

・人口増加に伴い、年々予算額が増加しています。
・平成29年度予算は、学童クラブの新規開設等により、例年より増加しています。

97.8%

社会状況等の
変化

※基本計画策定
時からの社会状
況等の変化、国
や他自治体の取
組状況

６　一次評価（所管部門による評価）

決算額 7,327,492 7,583,023 －

※区民アンケー
トや調査、区民
から寄せられた
意見等

・平成27年４月の子ども・子育て支援新制度の実施により、新たに高学年児童（小学４～６年生）
が学童クラブの利用対象となったことに加え、区内の小学生人口が増加していること等により、学
童クラブ需要は大幅に増加しています。
・児童虐待などの相談受理件数が増加するとともに、継続的な支援が必要な児童が増加していま
す。
・児童福祉法の改正により、特別区が児童相談所を設置することが可能となりました。

５　政策を取り巻く社会状況等

区民の意見等

執行率



関係課
評価

（Ｓ～Ｄ）
A

26(当初) 29(目標) 27(実績) 28(実績) 29(予測) 達成状況

０人 ０人 45人 20人 60人 未達成

№

学童クラブ事業の充実 子ども家庭課

後期

27年度 28年度 29年度 計 (30～32年度)

遅延理由

学童クラブ事業における民間活力の導入 子ども家庭課

達成状況

課題

学童クラブ事業の質の向上 子ども家庭課

達成状況

課題

区立小学校を活用した放課後の居場所づくり（放課ＧＯ→）の推進 生涯学習推進課

達成状況

課題

地域における児童の健全育成機能の強化 子ども家庭課

達成状況

課題

中高生が利用しやすい児童館等運営 子ども家庭課

達成状況

課題

6)

児童館等において、午後６時以降、友達や施設スタッフとスポーツや軽食・おやつ作り等の活動を行う中高生タイム
を実施しました。また、中高生自身による行事の企画・実施や児童館行事のお手伝い等を通じて活躍できる場を提供
しました。

引き続き、中高生が利用しやすい児童館等運営を図ります。

4)
平成28年度は、放課ＧＯ→しろかねの学童クラブ化、平成29年度には、放課ＧＯ→あかさか、放課ＧＯ→あかばねの
学童クラブ化を行い、開所時間の延長等放課後の居場所づくりの充実を図りました。

今後も、児童が安全・安心に活動できる放課後の居場所づくりの充実を図ることが課題となっています。

5)

児童館等において、各年代向けに子どもたちが楽しめるイベントや乳幼児とその保護者向けプログラムも数多く実施
し、地域における子ども・子育て拠点として機能強化を図りました。また、利用者を見守る中で様子が気になる児童
については、学校や子ども家庭支援センター等と連携して対応しました。

児童の健全な育成を見守り、地域における子ども・子育て拠点として機能強化を図っていきます。

－

2)
民間学童クラブに対する運営支援について、23区の実態を調査し、検討を進めていますが、具体的な支援のあり方を
まとめるまでに至っていません。

民間学童クラブの誘致を推進するための具体的な支援内容について検討します。

3)
設備・運営基準に基づく支援体制の充実・強化を図りました。学童クラブ職員53名が放課後児童支援員認定資格研修
を受講し、指導員一人ひとりの専門性を高めました。

放課後児童支援員認定資格研修をはじめとする各種研修を受講し、指導員一人ひとりの専門性を高めます。

学童クラブ
定員増
131人

実績 892人 362人 245人 1,499人 －

前期（事業計画）

学童クラブ
定員2,668人

学童クラブ
定員1,431人

学童クラブ
定員増
1,237人

計画
学童クラブ

定員増
942人

学童クラブ
定員増
105人

学童クラブ
定員増
59人

学童クラブ
定員増
1,106人

活動指標

学童クラブ待機児童数

活動指標の説
明、達成状況に
関する特記事項

区全体では、学童クラブ入会児童数を上回る学童クラブ定員数を確保していますが、希望する学童クラブが
集中していることなどにより、入会できない児童が発生しています。なお、希望する学童クラブに入会でき
なかった児童に対しては、児童館や子ども中高生プラザの一般利用（直接来館）などにより、放課後の居場
所を提供しています。

施策の推進のため取り組んでいる事業

1)

全体計画
目　　標
(32年度末)

現　　状
(26年度末)

必要事業量

施策①　子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進

施策担当課 子ども家庭課 障害者福祉課、生涯学習推進課

成果目標 安全で安心な生活環境が確保され、子どもたちが健やかに成長している



子どもの自主活動の場の提供等活動へのサポート 子ども家庭課

達成状況

課題

障害のある子どもが児童館等で快適に過ごせる体制の整備 子ども家庭課

達成状況

課題

児童館等の第三者評価等の活用 子ども家庭課

達成状況

課題

学校施設開放による子どもの遊び場の充実 生涯学習推進課

達成状況

課題

子どもが自由に遊べる場の充実 子ども家庭課

達成状況

課題

療育支援体制の整備及びネットワークの確立 障害者福祉課

達成状況

課題

有害図書、有害サイト等の対策の強化 子ども家庭課

達成状況

課題

自主的・創造的な活動の支援 子ども家庭課

達成状況

課題

リーダー育成の支援 子ども家庭課

達成状況

課題

12)
発達支援センター等において、児童の発達についての相談を受け付けるとともに、保育園、幼稚園、小学校等への巡
回相談を行うとともに、関係機関と連携し、個別のケース検討を行っています。

引き続き、適切な相談業務を行うとともに、関係機関と連携し、療育支援体制の整備及びネットワークの確立に取り
組んでいきます。

13)
販売店における不健全図書類の陳列方法等の調査については、「東京都青少年健全育成協力員」の協力の下、年間を
通じて行っています。また、毎月指定される不健全図書類については、随時図書館や児童施設に周知しています。

不健全図書類の陳列方法等の調査を行うとともに、関係施設等への周知を図ります。また機会を捉え、広報紙等でイ
ンターネットの適正利用の対策に向けた啓発を行います。

10)
区立小学校の校庭及び体育館を児童・幼児の身近で安全な遊び場として開放しています。

各学校の保護者が開放指導業務を担当していますが、保護者の負担が増加しているとの意見があるため、今後事業の
運営方法を検討する必要があります。

11)
平成27年度は24回、平成28年度は35回のプレーパークを高輪地区、芝浦港南地区及び麻布地区で開催しました。

芝地区、赤坂地区でも開催できるよう指定管理者制度の活用も含め検討していきます。

8)
障害児の数に応じて適切な職員配置を行いました。また、医師やカウンセラーによる巡回指導を行い、障害児への接
し方について指導・助言を受けました。

引き続き、医師やカウンセラーによる巡回指導を行い、障害児への適切な対応方法について学び、児童が快適に過ご
せる体制を整備します。

9)
公設公営の児童館については、毎年１施設ずつローテーションで実施し、公設民営の施設については、契約の２年目
に実施しています。

第三者評価の実施結果を踏まえた改善に努め、利用者満足度の向上を図ります。

7)
各児童館等において、子どもたち中心に児童館まつりの実行委員会や子ども会議を実施しました。また、子ども中高
生プラザには、ダンス・音楽スタジオ等を設け、中高生の自主活動を支援しました。

引き続き、子どもの自主活動の場の提供や活動のサポートを行います。

14)

青少年対策地区委員会への補助金を交付するほか、会長会等を開催し、情報交換の場を提供しています。また、区内
に５団体ある子ども会の指導者へ活動謝礼を助成するほか、子ども会連合会と共催し統一事業を実施する等の支援を
行っています。子ども会連合会の統一事業では、消防少年団の協力の下、消火器訓練を実施するなど、各団体と連携
し実施しています。

各地区における地域特性に応じた青少年育成事業を支援します。また、情報提供、共有の場を設定します。

15)
８月に「みなとキャンプ村」事業を実施しています。各地区リーダー及びサブリーダーが中心となり、企画から当日
の運営、指導を行えるよう、支援します（２泊３日、５地区ごとの２ローテーション）。

港区青少年対策地区委員会との共催で実施する「みなとキャンプ村」事業において、各地区のリーダー等の活動費や
保険に係る費用を補助することで、各地区委員会におけるリーダー等を支援します。



自然体験学習への支援 生涯学習推進課

達成状況

課題

ひきこもり青少年に対する相談・支援事業の確立・推進 子ども家庭課

達成状況

課題

児童施設の災害対応能力の向上 子ども家庭課

達成状況

課題

乳幼児や妊産婦の防災対策の支援 子ども家庭課

達成状況

課題

安心して出かけられる環境整備 子ども家庭課

達成状況

課題

地域における見守り事業の実施 子ども家庭課

達成状況

課題

安全管理システムの普及・活用 子ども家庭課

達成状況

課題

子どもの安全管理・危機管理体制の強化 子ども家庭課

達成状況

課題

子どもの安全のためのネットワークづくり 子ども家庭課

達成状況

課題

16)

豊かな自然を体験することで自然環境や命の大切さを学び、人との交流を通して人間性や社会性を養う機会を児童及
び生徒に提供する自然体験学習にかかる交通費を補助しています。平成27年度は11校、平成28年度は12校のＰＴＡに
補助しました。

より多くのＰＴＡに利用してもらえるよう、支援内容の周知方法を検討する必要があります。

17)

年間を通じ、区民からの相談に対し、東京都の「ひきこもりサポートネット事業」を紹介するなどの対応を行ってい
ます。また、平成28年度は、保健所と共催し、８月に思春期講演会（今どきの思春期のこころ、臨床医の立場からみ
えること）、３月に子ども・若者講演会（ひきこもりを考える）を開催しました。

引き続き東京都の「ひきこもりサポートネット事業」と連携し、ひきこもり相談に対応します。今後は、都が養成す
る、ひきこもりサポーターの派遣依頼について検討します。子ども・若者支援地域協議会を開催し、関係機関の情報
共有・連携を強化します。

18)
各施設において「児童施設災害時行動マニュアル」に基づき訓練を行いました。また、各施設に防災備蓄物資を整備
しています。

引き続き、施設の災害対応能力の向上及び備蓄物資の整備に努めます。

19)
「子育て家庭の防災手帳」の内容を一部修正し、増刷を行いました。また、妊産婦向け防災用品あっせんの申請者に
対し、あっせんを行いました。

引き続き、「子育て家庭の防災手帳」の増刷・配布及び防災用品あっせんを行っていきます。

20)

子ども110番事業の協力者のための保険に加入すると共に、各小学校ＰＴＡと連携し、協力者の継続確認、新規加入
呼びかけを行っています。また、平成29年度から、ＰＴＡによる協力者継続確認作業の負担軽減のため、継続確認方
法を区からの往復ハガキとし、ＰＴＡは、子ども110番事業の、児童や保護者への啓発活動に取り組むこととしまし
た。

子ども110番事業協力者マップの配布方法については、各学校ＰＴＡと協議し、決定していきます（平成29年度まで
は、新一年生等に冊子を配布し、各ＰＴＡにはデータを送付していました）。

21)
平成28年７月から学童クラブ26施設で港区学童クラブ児童見守りシステムを開始しました。学童クラブ登録児童数
2,334人に対して平成29年３月31日現在、1,380人がシステムを利用しています。

学童クラブ児童の保護者へシステムを周知し、利用率の向上に努めます。また、学童クラブの新規開設にあわせ、当
該施設にシステム等を導入します。

24)

各青少年対策地区委員会において総会を開催し、情報交換等を行うとともに、環境実態調査等の安全安心な環境づく
りに係る取組を行っています。また、各児童館等が地域懇談会を開催する等、地域や関係機関の連携を強化していま
す。学校、警察、地域関係者等の代表で構成される青少年問題協議会において、子どもが安全で安心して生活できる
環境整備を含めた青少年健全育成活動に取組んでいます。

各児童館等が地域懇談会を開催する等、関係機関の連携を強化していきます。

22)
平成28年７月から学童クラブ26施設で港区学童クラブ児童見守りシステムを開始しました。学童クラブ登録児童数
2,334人に対して３月31日現在、1,380人がシステムを利用しています。

学童クラブ児童の保護者へシステムを周知し、利用率の向上に努めます。新規開設学童クラブでシステムを稼働する
ためにシステム等の準備を順次進めます。

23)
緊急メール配信サービスを通じて、子どもの安全に関わる情報を適宜配信しました。

引き続き、緊急メール配信サービスを通じて、子どもの安全に関わる情報を適宜配信します。



関係課
評価

（Ｓ～Ｄ）
A

26(当初) 29(目標) 27(実績) 28(実績) 29(予測) 達成状況

－ 70% 55% 64% 70% 達成

№

子どもの権利条約の啓発 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

要保護児童対策地域協議会を中心とした児童虐待対策等の推進 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

 居住実態が把握できない児童の所在把握及び支援の徹底 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

地域住民に対する虐待対策啓発活動の推進 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

養育支援訪問の充実 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

子ども家庭支援センターの相談体制の充実 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

6)

児童相談所への職員派遣のほか、これまで11名の職員が児童福祉司任用資格を取得したほか、児童相談所や医療機関
等の専門研修を受講することで、職員の支援力を強化しました。
また、大学教授、弁護士、児童精神科医、児童相談所ＯＢによるケースに関する専門的指導を年間29回受け、専門性
が求められる対応の強化に取り組みました。

心理職の新規採用職員を活用し、児童の心理面接を充実させる必要があります。また、弁護士、児童精神科医、児童
相談所ＯＢ、学識経験者による専門的指導を定期的に受け、専門性の向上が必要です。
さらに、新規採用の虐待対応専門相談員（非常勤）から、虐待相談や対応に関する助言を受けることで支援力の強化
も求められています。

4)
子育て世帯向け児童虐待防止啓発パンフレット「これって子ども虐待ですか」を増刷し、区内の保育園と幼稚園に配
布しました。

虐待に係る相談は年々増加しています。子どもの安全を守るため、区民が虐待の未然防止や早期発見について関心を
持ち意識を高めていく必要があります。啓発パンフレットの配布、「いじめ・児童虐待防止啓発キャンペーン」や
「いじめ・児童虐待防止講演会」など継続的な啓発活動が必要です。

5)

養育困難家庭に対し、個別に支援計画を作成し、定期的にモニタリングと再評価を行い、学習、家事、育児、送迎等
の適切な支援を実施しています。平成28年度の登録数は15世帯でした。
妊娠出産時家庭ホームヘルプサービスの登録数は、前年度より約23.6％増加しました。

養育支援については必要な家庭に対し適切な支援を行い、養育環境の整備及び母体保護を推進することが求められま
す。
新設した有料利用の養育支援については、「産前産後家事・育児サービス」の母子専門支援員「産後ドゥーラ」によ
る支援を含め、養育状況や家庭環境に応じた支援サービスを提供できるようアセスメントすることが必要です。

2)

関係機関職員向け研修を５回実施し、延べ215名の参加があり、関係機関の連携を強化しました。また、「港区児童
虐待対応マニュアル(改訂版）」を区内の小・中学校や幼稚園、保育園、児童館等に配布し、関係機関の支援力を高
めました。

現場における児童や保護者への対応力レベルアップや関係機関のさらなる連携強化が必要です。
「港区児童虐待対応マニュアル」については、「港区児童虐待対応マニュアルの英語版」も活用し、インターナショ
ナルスクールの連携強化を図る必要があります。

3)
「居住実態不明児童に係るネットワーク会議」を毎月開催し、関係機関と情報を共有しました。関係機関との連携・
協力のもと、86人の安全を確認しました。また４歳児の居住実態調査を実施し、2,223人の安全を確認しました。

虐待を未然に防ぎ、児童の命と生活や就学の機会を保障するため、居住実態不明児童の把握の重要性を関係機関に周
知し、協力を得ながら健診受診や就学をはじめ適切な支援に確実につなげる必要があります。

活動指標

小中学生の「みなと子ども相談ねっと」の
認知度

活動指標の説
明、達成状況に
関する特記事項

区内在住の小中学生の人口に対し、「みなと子ども相談ねっと」の啓発物品（クリアファイル）を配布した
割合。

施策の推進のため取り組んでいる事業

1)

５月、８月、12月、３月の広報みなとに「子どもの権利条約」のシリーズ記事を掲載しました。
子ども向けリーフレットを作成し、区立小中学校に世帯数分配布しました。

子どもにとってわかりやすく関心の持てるような、子どもの権利条約についての周知が課題です。子ども向けリーフ
レットの配布や広報みなとへの記事掲載を引き続き行うとともに、効果的な子どもへの啓発方法を検討する必要があ
ります。

施策②　子どもの権利擁護を重視した環境づくり

施策担当課 子ども家庭支援センター 子ども家庭課

成果目標 子どもと子育てに関する相談支援体制が整っており、子どもの権利が擁護されている



子どもの視点に立った施設運営 子ども家庭課

達成状況

課題

子どもの施設づくり等への子どもの積極的な参画支援 子ども家庭課

達成状況

課題

子どもが地域活動に参画するための情報提供 子ども家庭課

達成状況

課題

施設における子どもが相談しやすい体制の充実 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

「みなと子ども相談ねっと」を活用した相談体制の充実 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

10)

区立小・中学校のホームページや広報みなとに、子ども達が相談できる方法や場所を掲載し周知しているほか、子ど
も向けの相談リーフレットを作成し、区立小・中学校の全生徒に配布しました。
また、子ども家庭支援センターの保健師や臨床心理士を関係施設や家庭に派遣し、平成28年度は年間19回訪問相談を
行いました。

子どもたちが安心して身近に相談できる場所があることを、広報紙や区ホームページへの掲載やリーフレットの配布
により、広く周知する必要があります。
作成した子ども向けリーフレット（日本語版及び英語版）を区内の小・中学校や各種学校（インターナショナルス
クール等）を通じて児童・生徒に配布し、子どもが相談できる場所や方法を、子ども自身に直接周知する必要があり
ます。

11)

平成28年度の相談件数は55件で、やり取りの件数は延べ326回でした。３月に啓発品、リーフレットを区内の小・中
学校に配布し、事業の周知に努めました。外部講師を招いて、相談メールの返信対応について、模擬事例等を用いた
職員向け専門研修を実施しました。

区外の小・中学校に在籍する港区在住児童への周知が課題です。区内の小・中学校への啓発品・リーフレットの配布
を引き続き行うとともに、地域の医療機関や子どもの遊び場、学童クラブなどを通して「みなと子ども相談ねっと」
の周知を行う必要があります。

8)
平成27年度は芝浦公園、六本木西公園、平成28年度は一の橋公園の公園整備の際に、ワークショップを実施しまし
た。

特になし

9)
園だよりや児童館だよりに地区のイベント情報を掲載し、ホームページへも掲載しました。また、児童館だよりを近
隣の小中学校へも配布しました。

引き続き、施設だよりやホームページ等を活用し、情報の周知に努めます。

7)
各児童館等において、子どもたちを中心に実行委員会や子ども会議を実施しました。また、アンケートの実施結果を
有効活用し、利用者のニーズにあった施設運営や事業を実施しました。

引き続き、利用者のニーズにあった施設運営や事業実施を行っていきます。



関係課
評価

（Ｓ～Ｄ）
A

26(当初) 29(目標) 27(実績) 28(実績) 29(予測) 達成状況

－ 500件 2,092件 3,471件 4,500件 達成

№

子育てコーディネーター事業の実施 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

子育てひろば等における相談事業等の充実 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

子育てに関する相談、専門機関等の紹介 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

保育園における保育相談事業の充実 保育課

達成状況

課題

保育園、児童館へのカウンセラーの派遣 子ども家庭課

達成状況

課題

子育てハンドブックによる子育て情報の提供 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

インターネット等ＩＣＴを活用した子育て情報の収集・提供 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

6)
毎年度内容を見直し、平成27年度にはよりわかりやすい情報提供となるよう構成を工夫する等、リニューアルしまし
た。また、英語版、中国語版、ハングル版を作成し、外国人にも子育て情報の提供を行いました。

現在配布を行っていない施設での配布を検討し、必要としている区民に届くようにしていく必要があります。

7)
平成28年３月から「出産・子育て応援メール」配信事業を開始し、プッシュ型で子育て情報を提供しています。
平成29年３月末時点の配信者数は、産前メール133件、産後メール1,231件です。

さらに事業を周知し、母親だけでなく、父親や祖父母等の家族も子育て情報を共有できるようにしていく必要があり
ます。

4)
「保育園であそぼう」を毎月開催し育児相談の実施、子育て情報の提供を行いました。

引続き、「保育園であそぼう」等育児相談を行い育児不安の手助けを行っていきます。

5)

区立保育園の保護者及び職員を対象に、専門家の相談員を派遣してカウンセリングを実施しています。カウンセリン
グを行うことで、子育ての悩みの解決や、保育を見直すきっかけとなり、子育て支援や保育の質の向上を図っていま
す。

引続き、保育園のカウンセリングを実施し、保護者の子育ての支援及び職員の保育の質の向上を図ります。

2)
子育てひろばを区内15か所で開設しています。親子同士の交流の場を提供したり、子育て講座や子育て相談を実施し
ました。

より多くの親子が利用し、親子同志の交流を広げることができるように、魅力的な子育て講座やイベントなどをさら
に充実させていく必要があります。

3)

保育園や子育てひろば、児童館等の子育て支援施設で随時に職員が相談に応じ、特に気になる子どもについては子ど
も家庭支援センターや保健所等の専門機関と連携を図っています。また、子ども家庭支援センターや保健所等でで心
理相談・保健相談を実施しています。

子育てひろばや児童館等、身近な施設でも相談できることを周知していく必要があります。

活動指標

子育てコーディネーター事業の対応件数

活動指標の説
明、達成状況に
関する特記事項

子育てコーディネーターが、利用者の個別ニーズを把握し情報の集約・提供、相談、利用支援を行うこと
で、教育・保育施設や地域の子ども・子育て支援事業等を利用できるように支援しています。

施策の推進のため取り組んでいる事業

1)
平成27年度から子ども家庭支援センターと子育てひろば「あい・ぽーと」で実施しています。
２か所での相談件数は平成27年度は2,092件、平成28年度は3,471件でした。

事業をより多くの区民に周知し、利用を拡大する必要があります。

施策③　すべての子どもが健全に成長できる家庭環境づくりの支援

施策担当課 子ども家庭課 保育課、子ども家庭支援センター

成果目標 子育て家庭へのきめ細かな支援が行われ、不安やストレスを抱えることなく、子育てができている



家庭相談センターにおける相談事業の充実 子ども家庭課

達成状況

課題

ひとり親家庭の生活支援及び経済的支援の充実 子ども家庭課

達成状況

課題

婚姻歴のないひとり親家庭への寡婦（寡夫）控除のみなし適用の実施 保育課

達成状況

課題

配偶者からの暴力防止の環境づくり 子ども家庭課

達成状況

課題

配偶者暴力相談支援センター事業の充実 子ども家庭課

達成状況

課題

緊急に保護を要する母子・父子等の支援 子ども家庭課

達成状況

課題

育児休業制度等の啓発 子ども家庭課

達成状況

課題

父親の子育てへの参加の環境づくり 子ども家庭課

達成状況

課題

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の啓発 子ども家庭課

達成状況

課題

12)
配偶者等からの暴力の問題に対して、専門の相談員が相談を受け、個々の状況に応じて、保護や関係機関への同行訪
問等、自立に向けての支援を行っています。

引き続き、配偶者等からの暴力に関する相談から保護、自立まで切れ目のない一貫した支援を行います。

10)
税法上の寡婦(寡夫)控除の適用がない婚姻歴のないひとり親世帯に対して、保育園保育料などを対象に寡婦(寡夫)控
除のみなし適用を実施しています。

引き続き、税法上の寡婦(寡夫)控除の適用がない婚姻歴のないひとり親世帯に対して、保育園保育料などを対象に寡
婦(寡夫)控除のみなし適用を実施します。

11)

パンフレットや手のひらサイズのリーフレット等を作成・配布し、配偶者等からの暴力被害に対する啓発を実施して
います。また、港区ＤＶ被害者支援地域協議会を定期的に開催し、関係機関との情報共有や事例検討を行い、連携の
強化を図っています。

パンフレット等の内容の見直しと改定版作成及び配布の仕方について検討します。

8)
産業カウンセラー、キャリアカウンセラー、臨床心理士等の資格を持つ相談員の他に、法的な専門知識を有する家庭
相談員を配置し、相談体制の強化を図っています。

現在も実施している専門分野の研修、事例検討等を引き続き実施することにより、相談員の相談対応のスキルアップ
を図ります。

9)

ひとり親家庭の相談を受け、安全で安定した生活のため、個々の状況に応じて保育や学童クラブ等必要な子育て支援
サービスの利用につなげています。また、就労や経済的支援については、生活・就労支援センター、生活保護担当部
署等の関係機関と連携し、必要な支援を行っています。

引続き、個々の状況を正確に把握し、必要な支援を行えるよう関係機関との連携を図ります。

13)
配偶者等からの暴力被害から逃れてきた母子・父子等に対し、緊急一時保護を実施しています。親子の安全を確保
し、生活の安定と自立に向けての支援、親・子それぞれの心のケアを行っています。

区内母子生活支援施設の廃止（予定）にともない、緊急一時保護受入先を確保し、配偶者等からの暴力被害から逃れ
てきた母子・父子等の安全を守ります。

14)
父親の子育て支援に関する区民向け情報誌「港区父親手帳」の中で、父親の育児休業や短時間労働制度に関する記事
を掲載し、配布するなどの啓発を行っています。

引き続き、「港区父親手帳」に記事を掲載したり、父親向けの講座で育児休業や短時間労働制度に関する内容を組込
むこと等により、啓発活動を進めます。

15)
父親が子育てしやすい環境づくりを促進するため、父親同士の交流の機会を提供し、ワーク・ライフ・バランスの啓
発と合わせて、父親向けの講座（ワークショップ）を実施しています。

「港区父親手帳」は、毎年新たな情報を記載し増刷していますが、今後、区民からの意見も反映し、内容の見直しを
行います。

16)
ワーク・ライフ・バランスの啓発について、父親の子育てに着目し、仕事と子育てに関する父親ならではの悩みを共
有できる機会として、父親向けの講座（ワークショップ）を実施しています。

ワーク・ライフ・バランスを考えるきっかけとなる講座（ワークショップ）等を引き続き実施します。



保護者の子育て力の向上 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

子育て不安の軽減 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

17)
子育てひろばや子ども家庭支援センター等で医師や助産師、保健師による講話や、絵本の読み聞かせ、ベビーマッ
サージなど、子どもの行動への対応の仕方を学びながら、親の子育て力が向上する講座を開催しました。

参加者の声や各施設の特色を活かして講座のテーマを工夫し、より魅力的な講座を提供していく必要があります。

18)

子ども家庭支援センターにおいて、毎年子育て講座（ＡＣＴすこやか子育て講座、ポジティブ・ディシプリン等）を
実施しています。平成28年度からは、児童館・子ども中高生プラザで親支援プログラム（Nobody's　Perfect)を開始
しました。

参加希望者の増加に合わせて、各地区で実施できるよう取り組んでいく必要があります。



関係課
評価

（Ｓ～Ｄ）
B

26(当初) 29(目標) 27(実績) 28(実績) 29(予測) 達成状況

146人 180人 159人 91人 120人 未達成

№

子育て家庭のネットワークづくりの促進 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

子ども自身のネットワークづくりの促進 子ども家庭課

達成状況

課題

保育園、幼稚園、児童館、小学校での交流・連携 指導室

達成状況

課題

行政と家庭、地域、ＮＰＯ、大学、企業等との連携 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

地域の世代間交流の充実 子ども家庭支援センター

達成状況

課題

実習生の受入れと学生ボランティアの活用 保育課

達成状況

課題

6)

学校より保育園実習の依頼を受け、認可保育園で実習を実施しました。また、東京都子育て支援研修、見学実習の受
け入れを実施しました。さらに、各保育園がボランティアセンターより依頼があった場合ボランティアの受け入れを
しました。

引続き体験学習、保育園実習、ボランティアの依頼があった場合は受け入れを行います。

4)
地域こぞって子育て懇談会や地域こぞってネットワーク会議を毎年開催し、地域の子育て・子育ち環境向上のための
ネットワークづくりを支援しています。

今まで協働してきた明治学院大学が会議運営から退いたため、企業・団体や個人など、新たな協働を推進していく必
要があります。

5)
子育てひろばで、地域の町内会とともにお祭りなどに参加し、利用者と地域の高齢者等の交流を図りました。また、
地域の高齢者を招いて健康体操をしたり、施設のイベントに招待するなど、世代間交流を行いました。

様々なイベントを通して、引き続き地域の世代間交流を促進していく必要があります。

2)
児童館交流事業の実施や、地域で行われる様々な交流活動を支援し、子どもたちが広く交流できるような環境づくり
に努め、子ども自身のネットワークづくりを促進しました。

引き続き、子どもたちが広く交流できるような環境づくりに努め、子ども自身のネットワークづくりを促進します。

3)
保育園、幼稚園、小学校との交流や連携を進めるために、保幼小連絡コーディネーターを構築しました。

保幼小連絡コーディネーターを活用してネットワークを構築し、保育園、幼稚園、小学校との連携をさらに進めてい
きます。児童館については今後、交流・連携の在り方を検討していきます。

活動指標

地域こぞって子育て懇談会の参加人数

活動指標の説
明、達成状況に
関する特記事項

平成27年度までは明治学院大学との協働で事業を実施していましたが、平成28年度から明治学院大学は直接
関与せず、過去に実行委員を務めたメンバーとの協働事業になりました。
そのため、明治学院大学在学生をはじめとした学校関係者の参加が減り、当事者として実際に子どもと関わ
る主体として活動している個人（保護者も含む）・団体等に集約された形になっています。

施策の推進のため取り組んでいる事業

1)

子育てひろばでは絵本の読み聞かせや工作など親子で楽しめる講座の参加者同士でグループを作るなど、仲間作りの
場となっています。子ども家庭支援センターでは地域活動室を子育てグループの活動の場として提供し、15団体が活
動しています。

区民協働スペースも地域活動室利用団体が使用できることになったことに合わせて、子育てグループが活動の場をさ
らに広げ、ネットワーク構築促進を図っていくための支援が必要です。

施策④　子どもに関するネットワークづくりの推進

施策担当課 子ども家庭支援センター 子ども家庭課、保育課、指導室

成果目標 子どもと関わる多様な主体との交流・連携が進み、子育てが地域全体で支えられている
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