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指標の種類 26年度 27年度 28年度 29年度 29目標 32目標

分野目標
１０か年

計画
ー 87.2% 87.7% 89.0% 93.0%

ベンチマーク

分野目標
１０か年

計画
37.8% 48.0% 38.5% 42.0% 50.0%

ベンチマーク

重点取組 ー ー ー 80% 85%

ベンチマーク

－

ベンチマーク

①

②

③

④

(1) 窓口業務委託による顧客対応の迅速化と子育てコンシェルジュを有効に機能させ、潜在的な利用者ニーズも把握し適切な
サービス情報の提示や担当案内等を進め、顧客対応を向上させる。
(2) 障害児福祉計画の策定等を通じて、発達支援に係る申送り等、学校・幼稚園や保育園、就学相談、すこやか福祉セン
ター、区立専門療育機関等の関係機関・部署との連携のあり方・しくみ等について再構築・強化する。
(3) 不妊相談や病児保育など新たなサービスを展開する。
(4) 児童相談所への派遣や専門研修等により虐待対応力の強化を図りつつ児童相談所設置準備を進め、児童相談所機能を始
め、子ども期から若者期における総合的な対応や教育相談等を一体的に担う（仮称）総合子どもセンターの機能を具体化し、
関係機関等との連携分担のあり方を明確化する。
(5) 次期子育て相談支援システム、母子保健・乳幼児健診システムの調達を開始し、サービス提供力の向上・業務効率化の基
盤整備を進める。

分野の指標

指標／実績(26～28)・目標(29,32)

平成29年度 子育て支援分野 多様な援助に支えられる子育て家庭

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○子育て環境が多様化、複雑化している状況があり、子育て家庭のニーズに応じたきめ細かなサービスや情報の提供など子ど
もの成長過程に応じた切れ目のない支援を充実させ、孤立感や養育不安を解消する必要がある。
○また、障害や発達に課題のある子どもへの支援体制を強化すると共に、地域や関係機関と連携して児童虐待の未然防止と早
期発見・早期対応による支援を充実させる必要がある。

分野目標

○子育て世帯への支援として相談やサービス等を拡充すること、特別な支援の必要な子どもについては区立の専門療育機関に
よる巡回指導の拡充や、すこやか福祉センター、学校、幼稚園保育園等の関係機関との連携を強化することによって、入園・
在宅に亘って子ども個々に応じた教育・保育が充実し、保護者が安心して自信を持って子育てできている。

○児童相談所設置準備を進める過程で、虐待対応力や関連機関の連携強化など児童相談体制の総合性・専門性を強化すること
により、様々な課題を持つ子どもや家庭が地域で安心して支えられている。

平成29年度に重点的に行う取組み

①

大きな戸惑いを感じることなく子育てをしている保護者の
割合

②

虐待件数のうち改善された割合

③

窓口利用者満足度（アンケート調査）

④

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○子育て支援に関するアンケートの結果であり、自信や安心感を持って子育てをしている保護者の割合を計る指標として
設定した。10か年計画に基づき、平成37年度までに、全ての子どもを育てる家庭が安心して子育てしていることを目指
す。平成29年度及び平成32年度はその途中経過の目標値とする。

○当該年度中に支援した虐待ケースのうち、改善された虐待ケースの割合である。虐待ケースに対する適切な支援等が行
われていることを計る指標として設定した。目標値は、10か年計画（第3次）に基づき定めた。

○子ども総合相談窓口利用者の満足度を計るアンケートの結果であり、窓口業務委託による効率化や、子育てコンシェル
ジュによるニーズ把握及び適切なサービス情報の提供等、顧客対応力の向上を図る指標として設定した。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① ー 95.3% 94.1% 97%

②

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

○必要に応じて子育て事業やサービスを利用できることが、安心して子育てに取り組めることにつながるため、これを指標と
する。（子育て支援に関するアンケート）

【概要】
○定型的な業務を委託化し、各種手続き等をワンストップで対応するとともに、子育て
コンシェルジュによる利用者への相談支援、情報提供の一層の充実を図る。

子ども総合相談窓口の改善事業１

育成活動支援事業2

10か年計画（第３次） Ⅳ-1イ①切れ目のない一貫した相談・支援体制の整備

10か年計画（第３次）

障害児支援の充実

施策目標

○関係機関の連携による十分な支援や必要なサービス、施策を充実することによって、発達に課題のある子どもも含めてすべての
子どもや親、及び子育て家庭が、必要に応じて子育てサービスや相談を利用しながら安心して子育てができている。

施策の指標

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

指標／実績(26～28)・目標(29)

過去１年間に区の子育て事業やサービスを必要に応じて利用できた割
合

2801 子育て支援 総合的な施策展開と確かな支援に支えられる子育て

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○子育て家庭のニーズに応じたきめ細やかなサービスや情報の提供など子どもの成長過程に応じた切れ目のない支援を充実させ、
孤立感や養育不安を解消する必要がある。また、障害児福祉計画を策定し、障害や発達に課題のある子どもが必要な支援を受ける
ことが出来るよう、体制等の整備を行う必要がある。

【概要】
○中高生等が自己の進路や目的・やりたいことを見出しそれに向けて取り組むきっかけ
となる社会参加の体験機会を提供する事業を実施する。

事業3 児童手当・子ども医療費助成

【概要】
○児童手当の支給や中学3年生までの子どもの医療費の助成により、家庭における生活
の安定と次代の社会を担う児童の健全育成及び子どもの保健の向上を支援する。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1ア②地域の育成活動等の充実と育成者支援

10か年計画（第３次） Ⅳ-1ウ②発達の課題や障害のある子ども・家庭への支援の充実

事業4

【概要】
○障害や発達に課題のある子どもに一貫した支援を行うため、児童発達支援事業や放課
後等デイサービス事業等を実施する。 また、障害児福祉計画を策定し、今後の需要や
それに対応するサービスの供給体制、関係機関の連携体制の整備等について明確にす
る。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 37.8% 48.0% 38.5% 42.0%

②

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

【概要】
○ひとり親家庭が子育てをしながら安心して生活・就労等ができるよう、母子・父子自
立支援員が相談・支援を行う。
○あわせて、ホームヘルプサービス事業、自立支援給付事業等による就労支援、母子生
活支援施設における母子家庭自立支援等を実施する。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1エ②ひとり親家庭への支援

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）

事業3 ひとり親家庭支援

事業１ 子ども家庭支援センター運営

【概要】
○児童虐待相談件数が増加する中、専門性の高い相談体制の確保と要保護児童対策地域
協議会等を通じた関係機関との連携により、子育て家庭が抱える様々な問題を解決し、
児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応を図る。
○心理職採用による専門相談体制の拡充や児童相談所への派遣等専門研修の受講を継続
し、虐待等対応力を強化する。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1ウ③児童相談・支援体制の充実・強化

事業2 子育てサービス

【概要】
○子育て家庭のニーズに応じた病児・病後児保育事業、一時預かり事業、子育て短期支
援事業、ファミリーサポート事業等の多様なサービスを実施する。
○病児保育事業を新たに立ち上げ、就労家庭への支援を拡充する。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1エ①子育て支援の充実による負担の軽減

○子どもや家庭の状況に応じた適切な支援を行うことによって、児童虐待等の状況が改善され、すべての子どもが健やかに育って
いる。

○児童相談所設置を踏まえ、関係機関の連携を強化することによって、虐待対応の強化が図られている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

虐待件数のうち改善された割合

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○当該年度中に支援した虐待ケースのうち、改善された虐待ケースの割合である。虐待ケースに対する適切な支援等が行われ
ていることを計る指標として設定した。目標値は、10か年計画（第3次）に基づき定めた。

施策目標

2802 子ども家庭支援 専門性の高い相談体制や多様なサービスに支えられる子どもと家庭

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○子育て環境が多様化、複雑化している状況があり、ニーズに応じたサービスにより、孤立感や養育不安を解消する必要がある。
また、児童虐待相談件数が増加している状況があり、専門性の高い相談体制を確保するとともに、地域や関係機関と連携し児童虐
待の未然防止と早期発見・早期対応による支援を充実させる必要がある。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① - - -
課題整理
施設検討

②

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

【概要】

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）

事業3

事業１ 児童相談所設置準備

【概要】
○児童相談所設置に向けて、職員確保・人材育成、関連施設の整備検討、社会的擁護、
児童相談所設置市事務等の検討・整理を進める。
○あわせて、児童相談所機能を含め、子ども期から若者期における専門相談、支援、措
置、家庭・社会復帰までを総合的に対応する（仮称）総合子どもセンターの整備に向け
準備を進める。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1ウ③児童相談・支援体制の充実・強化

事業2

【概要】

10か年計画（第３次）

○児童相談所機能を含む（仮称）総合子どもセンターの整備を進めることによって、様々な課題を持つ子どもや家庭を支える児童
相談所設置の準備が図られている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

児童相談所設置準備

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○児童相談所設置に向けた準備を円滑に進める必要があるため、推進状況を指標とする。

施策目標

2803 児童相談所設置準備 より良い児童相談体制をめざした児童相談所設置の推進

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○児童虐待相談件数や複雑・困難なケースの増加等を背景に、都市部におけるきめ細かい対応が求められることから、特別区にお
いても児童相談所を設置できるよう法改正が行われた。こうした状況を踏まえ、区として地域資源を生かした総合的なアプローチ
や一貫した支援体制を構築することにより児童相談体制を充実するため、児童相談所設置を進める必要がある。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 71.3% 79.8% 71.6% 82.5%

②

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

【概要】
○教育相談支援との連携を強化し、子どもや家庭の状況に応じた切れ目のない継続的な
相談支援の充実を図る。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1ウ③児童相談・支援体制の充実・強化

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）

事業3 教育相談と連携した相談支援の充実

事業１ 就学前から就学後までの一貫した発達支援体制の充実

【概要】
○子どもの成長過程の節目ごとに子ども施設・学校・家庭の連携によって、個別支援計
画を作成し、一貫した相談支援を行う。中学生期における個別支援計画会議の実施につ
いて検討する。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1ウ②発達の課題や障害のある子ども・家庭への支援の充実

事業2 障害や発達に課題のある子ども関する啓発と保護者支援事業の充実

【概要】
○障害や発達に課題のある子どもに対する理解を深め、早期発見・早期支援を適切に行
うため、区民講演会や職員研修などを実施する。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1ウ②発達の課題や障害のある子ども・家庭への支援の充実

○家庭・地域・学校が一体となって連携することによって、子どもたちの教育環境や支援環境が整えられている。

○子ども家庭支援センターと教育センターとの連携によって、子どもの育ちや教育に関する相談支援の充実が図られている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

 発達の課題や障害のある子どもが学校入学後も配慮が継続され、学
校での生活に満足している保護者の割合

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○乳幼児期からの支援内容等を小学校・中学校へ引き継ぐ「申送り」の実施及び支援内容や方針を定期的に関係機関で検討・
共有するための「個別支援計画会議」を実施した成果として、子どもに対する支援が継続されていると保護者が安心できるこ
とが重要であるため、その割合を指標とする。

施策目標

2804 特別支援教育等連携 特別支援教育と家庭の連携

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○発達に課題のある子どもに対して、保育園、幼稚園、学校などとの連携による支援を行っているが、就学前から小学校・中学校
期を通じて一貫した支援ができる体制を構築する必要がある。また、発達の課題のほか不登校など教育上の課題を抱える子どもや
家庭に対して、一体的な相談支援体制が必要である。


