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基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

健康寿命の延伸プ
ロジェクト

－ 推進 推進 推進 推進 推進 推進

減塩と禁煙、生活習
慣改善事業

－ 実施 推進 推進 推進 推進 推進

ソーシャル・キャピタ
ル推進事業

－ 検討 実施 推進 推進 推進 推進

運動と栄養による健
康増進事業

－ 実施 推進 推進 推進 推進 推進

基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

地域見守り支えあい
事業

― 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進

訪問型見守り ― 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進

町会・自治会への見
守り活動補助

団体 53 63 73 83 87

見守り協定 業種 4 5 6 7 7

見守り懇談会 ― 推進 推進 推進 推進 推進 推進 実施

3 4
コミュニティソーシャ
ルワーカーの配置

―
モデル
配置 検証 検証

モデル
配置

（１）区民主体の福祉
コミュニティづくり

基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

元気高齢者支援事
業

― 実施 拡充 推進 推進 推進 推進 拡充

元気高齢者支援窓
口

― 準備 開設 推進 推進 推進 推進 開設

高齢者いきいきサ
ポーター

人 実施 539 666 827 950 1,500 拡充

高齢者の活力を生
かす北区モデル

― ― 検討 検討 検討 検討
検討・試
行実施

検討・試行
実施

北区版地域包括ケ
アシステムの構築

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進

高齢者あんしんセン
ターの充実

カ所 15 15 17 17 17 17 17

介護と医療の連携
推進

推進 拡充 推進 拡充 拡充 推進 拡充

介護予防の推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進

地域密着型サービ
スの基盤整備

施設数 17 17 17 20 22 22

認知症高齢者グ
ループホーム

施設数 14 14 14 15 16 16 維持

小規模多機能型居
宅介護

施設数 2 2 2 3 3 3 検討

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護

施設数 1 1 1 2 3 3 検討

１　健やかに安心して暮らせるまちづくり １　健康づくりの推進

１　健やかに安心して暮らせるまちづくり ２　地域福祉推進のしくみづくり

１　健やかに安心して暮らせるまちづくり ３　高齢者・障害者の自立支援

1 1

6 7

（１）健康づくりの支援

（１）区民主体の福祉
コミュニティづくり

（１）社会参加の促進

（２）在宅生活の支援

（２）在宅生活の支援

2 3

4 5

5 6
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認知症在宅支援推
進事業

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進

認知症カフェ カ所 検討 10 17 24 25 25 17

認知症地域支援推
進員

配置 推進 推進 推進 配置

認知症初期集中支
援チーム

チーム 17
モデル

17 3

市民後見人活動支
援

ー 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進

特別養護老人ホーム
の改修・整備（改修）

か所 0 0 0 0 0 0 0

特別養護老人ホー
ムの改修・整備（整
備）

か所
（床）

10
（1288）

0 0

2
(270)

-1
（-65）

0 1
（165）

3
（435）

老人保健施設・都市型軽
費老人ホームの整備（老
人保健施設）

か所
（床）

6
（561）

0 0
-1

（-53）
0 0

1
（120）

老人保健施設・都市型軽
費老人ホームの整備（都
市型軽費老人ホーム）

か所
（人）

2
（40）

0 １
（20）

１
（20）

１
（20）

１
（20）

4
（80）

10 11
障害者グループ
ホームの整備

か所 23
（113）

1
（5）

2
（16）

2
(11）

1
（6）

0
（0）

7
（44）

（３）生活の場の確保

基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

11 12
保育所待機児童解
消

人 6,422 440 918 797 345 76 1128
（１）子育て家庭への
支援

12 13
学童クラブの定員拡
大

人 2,530 △15 110 60 80 45 2,730
（１）子育て家庭への
支援

13 14
保育サービスの充
実

推進 拡充 拡充 拡充 推進 推進 拡充
（１）子育て家庭への
支援

14 15
産前産後サポート事
業

検討 開始 推進 拡充 推進 推進 拡充
（１）子育て家庭への
支援

15 子育て応援団事業 推進 推進 推進 推進
（１）子育て家庭への
支援

16 18
児童虐待未然防止
事業

推進 推進 拡充 推進 推進 推進 拡充
（１）子育て家庭への
支援

17 19 児童相談所の移管
協議
・検討

協議
・検討

協議
・検討

協議
・検討

協議
・検討

協議
・検討

協議・検討
（１）子育て家庭への
支援

18
（仮称）子どもプラザ
の整備

検討 検討 検討 検討
（１）子育て家庭への
支援

19 21
子どもセンター・ティー
ンズセンターへの移行
推進

検討
モデル
実施・
検証

移行 移行 移行 移行 移行
（１）子育て家庭への
支援

基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

20 22
バリアフリー基本構
想の策定

- -
策定

（全体構
想）

策定
（地区別
構想）

策定
（地区別
構想）

策定
（地区別
構想）

- 策定
（１）バリアフリーのま
ちづくり

（３）生活の場の確保

（３）生活の場の確保

１　健やかに安心して暮らせるまちづくり ４　子ども・家庭への支援

１　健やかに安心して暮らせるまちづくり ５　福祉のまちづくり

9 10

8 9

7 8 （２）在宅生活の支援
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

・毎日の健康づくりの支援
　筋力アップ体操教室は、会場の施設工事による休止による変動。
・健康づくり支援の環境整備
　グループづくりのきっかけとなる健康づくり等の事業参加者の高齢化・固定化が進み、主体的な
　活動に結びつく行動変容に至っていない。また、地域資源の発掘に時間を要している。
・介護予防・地域支援事業の推進
　住み慣れた地域で、元気で自立した生活を送れるように、地域全体で介護予防を支援していく。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

６５歳健康寿命は、ほぼ横ばいとなっており、23区の中では、男性は18位、女性は19位となっている。

６５歳以上高齢者の血清アルブミンの基準値は、3.9～5.1g/dlである。北区では目標を4.2g/dl以上と設定
しているが、男女とも7割強と高くなっている。引続き新型栄養失調予防の取組みの継続に取り組んでい
く。

北区ヘルシータウン21（第二次）では、「みんな元気！いきいき北区」という基本目標を掲げ、子どもから
高齢者まですべての区民が元気でいきいきと暮らせるまちづくりの実現をめざしている。区民一人ひと
りが自らの健康づくりに取り組めるよう支援し、栄養・運動・社会参加というさまざまな視点から、健康寿
命の延伸に向けた取組みを実施している。
北区の６５歳健康寿命は、ほぼ横ばいとなっており、23区の中では、男性は18位、女性は19位となって
いる。健康寿命のさらなる延伸に向けて、区民が継続的に健康づくりに取り組めるよう、引続き健康づく
り支援事業の実施が求められる。

意図 自らの健康に関心を持ち、栄養、運動、休養の調和のとれた生活習慣を身につけ生活する

結果 健康寿命の延伸

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

・減塩と禁煙・生活習慣改善事業
　中学校でのたばこ禁煙防煙教室実施校が減。H30から学校に報償費を執行委任して、
　活用しやすくする。
・ソーシャル・キャピタル推進事業
　各センターによるグループの育成・支援は、既存グループの自立を促してきたが、
　新たなグループの育成に時間がかかっている。
・運動と栄養による健康推進事業
　筋力アップ体操教室・新型栄養失調予防・ロコモ予防講座・講演会を着実に実施している。

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 １　健康づくりの推進

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）健康づくりの支援

対象 すべての区民

施策評価
担当部局

健康福祉部 施策所管課 健康推進課・長寿支援課

基本施策 （１）健康づくりの支援 ０１０１０１

単位施策

①毎日の健康づくりの支援

②健康づくり支援の環境整備

③介護予防・地域支援事業の推進
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区

都

国

その他

２　施策の見直し

「健康日本21（第二次）」（平成25年度～平成34年度）では、
「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」、「生活習慣病の発症
予防と重症化予防の徹底」や「健康を支え、守るための社会
環境の整備」などを基本的な方向として掲げ、国民の健康の
増進を推進している。平成30年度に中間評価 終報告書を
公表予定。

保健師の地域活動を通して、区民の健康づくり
の支援を行う。また、さまざまなデータを活用し
て地域の課題を分析し、保健施策の立案・実
施・評価につなげていく。

地域保健と職域保健が連携し、情報を共有し、
より効果的、効率的な保健事業を展開していく
必要がある。

・健康経営に取り組む企業の増加
健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考
え、戦略的に実践すること。企業理念に基づき、従業員等へ
の健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向
上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価
向上につながると期待されている。

　区民ニーズ

29年度 健康づくりに関する意識・意向調査

運動習慣の有無では、「週２日以上」が４割強。若い世
代ほど、運動習慣のある割合が少ない。
野菜を多くとる食生活をしている人の割合は8割弱だ
が、1日当りの野菜摂取量は、140g以下が6割台半ばを
超えている。（目標：350g）

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

「北区地域保健福祉計画」（平成30年3月）では、基本目標と
して「健康でいきいきとした地域社会づくり」を掲げ、区民の主
体的な健康づくりの支援等に取り組む。「北区地域包括ケア
推進計画」（平成30年3月）では、基本目標として「いつまでも
健やかに自立した生活を続けるために」を掲げ、高齢者の健
康づくり等を推進する。「北区ヘルシータウン21（第二次）」（平
成26年3月策定）の後期5か年計画改定を行う。

データヘルス計画をはじめとして、さまざまな
データが分析されることによって、これまで以
上にデータに基づく数値目標や地域の健康課
題に対する対応が求められるようになる。

個人の意識や行動だけでなく、個人を取り巻く
社会環境による影響が大きいため、地域、職
場等における環境要因や経済的要因等の幅
広い視点から、社会政策として包括的に健康
対策に取り組む必要がある。

平成25年3月に、「東京都健康推進プラン２１（第二次）」を策
定し、どこに住んでいても生涯にわたり健やかで心豊かに暮
らせる社会を目指し、総合目標として「健康寿命の延伸」と
「健康格差の縮小」を掲げ、これらを達成するために、生活習
慣病の発症予防や生活習慣の改善の取組を更に強化してい
る。平成30年度末に中間評価報告書を公表予定。

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①毎日の健康づくりの支援

施策の方向
についての

妥当性

「地域のきずなづくり」は北区の 重要課題の一つであり、地域における人と人とのつながりを密にし、
人々が地域への愛着を深めるとともに積極的に地域活動へ参加できる取組みを推進している。
健康を主目的としない活動や組織との連携により、健康無関心層等の健康増進が図られる例あり。
介護予防・地域支援の側面からも地域住民の健康づくりへの取組みが進んでいる。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ③介護予防・地域支援事業の推進

施策の方向
についての

妥当性

糖尿病予防と重症化予防は、重要な課題である。若い時から健康づくりに取り組むことが重要である。
健康に関心を持つきっかけと、健康を意識した行動が習慣化するための継続支援により、若い世代の健
康づくりの意識を高めることが必要である。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②健康づくり支援の環境整備

①重点施策

毎日の健康づくりの支援

②重点事業及びその理由

糖尿病予防と重症化予防（糖尿病対策が重要であるため）

ウォーキングポイント事業（若い世代の健康づくり）

　中長期的方針

健康づくりは区民一人ひとりの意識と行動が基本である。
区民が自らの健康づくりに取り組めるよう支援し、子どもから高齢者まですべての区民が元気でいきい
きと暮らせるまちづくりの実現を目指していく。
若い時から健康づくりに取り組むことが重要であり、健康に関心を持つきっかけと、健康を意識した行
動が習慣化するための継続支援により、意識を高めていく。
区民一人ひとりの健康づくりの充実と地域共生社会の実現を目指して、健康寿命の延伸を図っていく。

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

施策の方向
についての

妥当性

平成27年度介護保険制度改正以降、国の趣旨に合わせて事業も変更を加えるなどしており、自立支援・
介護予防、重度化防止への取組みを進めている。
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作成日

コード

施策評価
担当部局

健康福祉部 施策所管課
健康推進課・地域医療連携推進担当
課

１　施策の現状整理　

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

　基本施策の目的

基本施策 （２）保健・医療体制の充実

対象 すべての区民

政　　策 １　健康づくりの推進

基本施策 （２）保健・医療体制の充実 ０１０１０２

単位施策

①地域医療システムの整備

②地域保健活動体制の充実

③早期発見・早期治療体制の充実

④安全で健康的な生活環境の確保

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

「保健医療体制の整備」は区民の安全安心に寄与する「地域社会のインフラ」であり、現状維持に重点を
置きつつ、新たな課題に対応している。
「地域医療システムの整備」においては、休日診療、子ども夜間緊急事業の安定的な運営が大切であり
有効である。現状維持しつつ、かかりつけ医やかかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の普及・定着を図る必
要がある。多職種連携研修会（研修修了者）および顔の見える連携会議（参加者）については、活動を継
続することで、地域の医療・介護関係者や関係団体との連携が活発となり、参加者の増加、地域における
「顔の見える連携づくり」につながった。
「地域保健活動体制の充実」においては、乳幼児健診、子育て世代包括支援センター事業は、妊娠期か
ら切れ目のない支援を行ううえで不可欠な事業であり、引き続き保健師等の専門職が継続的に関与する
ことにより、妊産婦が安心して出産・子育てができるよう更なる充実を図る必要がある。
「早期発見早期治療体制の充実」では、がんの早期発見、生活習慣病への対応を図るため、がん検診、
特定健診は有効な手段である。受診率に課題があり勧奨法保や検診体制、検診方法を検討し、更なる充
実を図る必要がある。
「安全で健康的な生活環境の確保」においては、予防接種により疾病の蔓延を防ぐため、安定的に事業
を実施していく必要がある。

意図 疾病を予防し、保健・医療サービスを必要に応じて適切に提供する

結果 区民が健康で過ごす時間が増加する

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

休日診療、子ども夜間緊急事業については、区民にも広く周知が図られ、毎年一定数の利用がある。
発育・発達の節目の検診として実施している乳児健診、１歳６か月健診、３歳児健診については、順調に
推移しているが、制度の概要や変更点等をわかりやすく説明し、未受診者への勧奨を継続していく必要
がある。
また、子育て世代包括支援センター事業（はぴママたまご面接）では、対面の面接を基本にしつつ、面接
未実施の者のフォローを引き続き行い、全妊婦に対して保健師等の専門職が関わるよう努める。
特定健診、がん検診については、病気の早期発見早期治療に欠かすことのできない有効・有益な事業で
ある。受診勧奨に努めているが際立った成果が表れないため、受診率向上策の検討が必要。
肺がん予防対策については一次予防強化策である中学生への禁煙教育を浸透させる余地がある。
予防接種については、概ね計画どおりの事業量が維持できている。
多職種連携研修会及び顔の見える連携会議については、計画どおり実施できており、医療・介護関係者
の関係づくりが進んでいる。
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区

都

国

その他

健康施策はそれぞれの事業が密接に関連して効果を上げているため、事業規模を維持しつつ着実に実施していかなければ
ならない。事業の実施にあたっては、健康施策に対する区民ニーズ等を踏まえ、より効果的な実施方法を検討する必要があ
る。
特に地域医療システムの整備にあたっては、医療・介護関係者の更なる連携強化を図っていくとともに、区民が地域で安心
して暮らしていけるよう、身近な地域で日常的な医療を受けたり、健康の相談等ができる医師として、かかりつけ医やかかり
つけ歯科医、かかりつけ薬局の普及・定着を図る必要がある。
特定健診やがん検診の受診率向上においては、医療の現場を熟知している医師会、各歯科医師会、薬剤師会との連携・協
働を図り、健診・検診現場での意見を各事業に生かしてほか、受診勧奨に努めることが重要である。
地域保健活動については、児童館や子育てグループ等の地域資源とのネットワークを構築し、地域の特性を活かした活動を
行う必要がある。
その他の単位施策に連なる事業についても、それぞれが基本施策を根幹から支える事業であり、着実に実施していかなけ
ればならないが、地域社会の変化に対応するための工夫・改善が必要である。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

国の健康日本２１（第二次）、都の「東京都健康プラン２１（第
二次）の策定を受け、現在,「北区ヘルシータウン２１」の中間
の見直しをおこない、平成３１年度からの後期５か年の改定を
行う予定。
また、介護と医療の更なる連携を推進するため、「北区地域
包括ケア推進計画（Ｈ30-32年度）」において、多職種連携の
取り組みを重点事業に位置付けている。

区民の健康増進に資する事業展開を行うにあ
たり、新たな検診ニーズへの対応（前立腺がん
検診等）や既存の事業の見直し（検診方法等
の見直し）に加え、かかりつけ医やかかりつけ
歯科医、かかりつけ薬局の定着・普及に努め
ることにより地域医療ネットワークのを構築す
る必要があり、平成３１年度改定予定の北区ヘ
ルシータウン２１に基づき実現していく。
診療報酬や介護報酬の改定により、これまで
以上に、介護と医療の連携推進が求められ
る。

平成２５年３月に「東京都健康推進プラン２１（第二次）」が策
定され、現在、中間の評価を行っているところである。策定時
における総合目標として、「健康寿命の延伸」「健康格差の縮
小」が挙げら、３つの領域、１４の分野からの取り組みにより
構成されている。中でも「がん」「糖尿病・メタボリックシンド
ローム」「こころの健康」は重点項目に指定されている。
また、「東京都高齢者保健福祉計画（H30-32年度）では、在
宅療養の推進を重点分野の一つに位置付け、地域の医療・
介護関係者の情報共有支援や多職種連携の取組を推進す
るとしている。

平成２４年７月に策定された「国民の健康の増進の総合的な
推進を図るための基本的な方針」に基づいて策定された「健
康日本２１（第二次）」において、「健康寿命の延伸健康格差
の縮小」「生活習慣病の発病予防と重症化予防の徹底」「社
会生活営むために必要な機能のの維持及び向上」「健康を支
え、守るための社会環境の整備」等の基本的な方向が示され
ている。平成30年3月に中間評価（素案）が示され、53項目の
目標中32項目で改善がみられた。
また、平成30年度に６年に一度の診療報酬及び介護報酬の
同時改定があった。この改定において、医療・介護の役割分
担と連携の一層の推進として、入院退院時の連携に関する
加算が手厚くなった。

乳幼児から高齢者まで、ライフステージに合わ
せた施策の展開が求められるなか、健やかに
安心して生活するためには、保健医療体制の
充実に向け、現行事業を着実に実施しつつ、
関係機関等が連携して、それぞれのライフス
テージに合わせた事業の改変を行う。
医療・介護関係者が円滑に情報共有ができる
よう、土台となる関係者の顔の見える関係づく
りに引き続き取り組むほか、ICTを活用した情
報共有支援など新たな施策を展開する。

　区民ニーズ

29年度 健康づくりに関する意識・意向調査

「北区ヘルシータウン２１」を改訂するために実施した「健康づ
くりに関する意識・意向調査」のなかで、かかりつけ医が「い
る」は43.8％（前回比4.7ポイント減）、かかりつけ歯科医が「い
る」は65.4％（前回比0.4ポイント増）、かかりつけ薬局が「あ
る」が40.1％（2..4ポイント増）で、いずれも東京都の平均を下
回る（かかりつけ薬局はデータなし）。原因を探りつつ、かかり
つけ医・歯科医・薬局のさらなる定着を図る必要がある。

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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単位施策 ②地域保健活動体制の充実

施策の方向
についての

妥当性

健康支援センターなどの身近な関係機関において、保健師等の専門職が切れ目なく子育て支援に関わ
る体制が必要である

妥当性の検証 A：妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ③早期発見・早期治療体制の充実

　単位施策の検証

単位施策 ①地域医療システムの整備

施策の方向
についての

妥当性

医療機関や地域包括支援センターなどの機関が、区民の状況に応じて連携して支えることにより、区民
が地域社会で安心して生活できる体制を作っていかなければならない

妥当性の検証 A：妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

地域医療システムの整備
早期発見・早期治療体制の充実

②重点事業及びその理由

かかりつけ医やかかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の普及・定着
がん検診の充実

　中長期的方針

区民が地域社会において、健康で安心して生活できるよう、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかり
つけ薬局の普及・定着に努め、がん等の疾病の早期発見・早期治療体制を充実させる

施策の方向
についての

妥当性

健康寿命の延伸において健診受診率の向上は必要不可欠である。より受診しやすい健診体制の構築に
合わせ、受診勧奨を強力に実施していかなければならない。

妥当性の検証 A：妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ④安全で健康的な生活環境の確保

施策の方向
についての

妥当性

区内で大規模な感染症の蔓延がみられないことから、今後も定期予防接種を始めとする感染症予防事
業の着実な実施に努めるが、受動喫煙防止に向けた国や自治体の新たな動きにも着目した施策とする
必要がある。

妥当性の検証 A：妥当性は持続しており、全く変更の余地はない
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作成日

コード

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

施策評価
担当部局

健康福祉部 施策所管課
健康福祉課、高齢福祉課、長寿支援
課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）区民主体の福祉コミュニティづくり

対象 高齢者や認知症の方など。

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 ２　地域福祉推進のしくみづくり

基本施策 （１）区民主体の福祉コミュニティづくり ０１０２０１

単位施策

①地域で支えあうしくみづくり

②ＮＰＯ・ボランティア活動への参加促進・支援

意図
区民、民生委員・児童委員、ＮＰＯやボランティア団体などが連携、協力し、地域で支える仕組みづくりを
推進する。

結果
誰もが、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるように、あらゆる住民が役割を持
ち、地域で支え合いながら、一人ひとりが主体的に活動できるようにする。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

・地域見守り支えあい事業
計画通り進捗している。

・コミュニティソーシャルワーカーの配置
計画通り進捗している。東十条・神谷地域に加え、平成30年度から2ヶ所目となる桐ケ丘地域に配置を予
定している。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

地域ケア会議の開催：高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤整備を同時に進めてい
くための3層からなる会議及び協議体を設置することができた。

ふれあい交流サロンの実施：各高齢者あんしんセンターの圏域ごとに、区の施設や、連携・協力に関する
協定を締結したUR都市機構の団地内集会所など、さまざまな場所を活用し実施した。

地域見守り・支えあい活動促進補助事業：補助団体数は増加しており、目標値は概ね達成している。

おたがいさまネットワーク：適切な事業者が見つからなかったため、協定締結事業者数は増えていない
が、関係機関が連携して重層的な見守り活動を行うことができている。

高齢者いきいきサポーター制度の受入施設数：毎年増加しており、概ね目標を達成している。

認知症サポーター養成講座開催回数：概ね目標を達成している。

コミュニティソーシャルワーカーの配置：地域や関係機関と連携しながら、住民が主体となって地域課題を
解決できる仕組みづくりを行っている
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基本施策の
成果指標

（アウトカム）

地域ケア会議の開催：地域ケア会議の開催により、さまざまな地域課題の発見や情報共有を図ることが
できた。

ふれあい交流サロンの実施:実施回数、参加人数ともに増加しており、高齢者の身近な通いの場としての
役割を果たすことができた。

地域見守り・支えあい活動促進補助事業：補助団体数の増加に比例して、見守り高齢者数も増加してお
り、補助金による支援が、支え合いの仕組みづくりに一定の効果があることを示している。

一人ぐらし高齢者定期訪問、おたがいさまネットワーク：死亡や入所、転出などによる減少もありながら、
一定の見守り高齢者数を維持しており、地域の支え合いの仕組みの一つとして確立されている。
登録者数・受入施設数に比例して、登録者数は増加している。受入施設が増えれば、地域の担い手とし
ての制度登録者数を増加することができる。

認知症サポーター養成講座：参加者数:毎年2,500から3,000人程度の参加者を確保しており、着実にサ
ポーターは増加している。認知症への理解を持った人を増やすことで、地域で支え合える環境整備に貢
献する。

コミュニティソーシャルワーカーの配置：CSWの活動は行政をはじめとした関係機関と住民主体の活動を
つなぐものであり、「顔の見える関係」づくりを推進しながら地域共生社会をめざしている。

誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けるためには、地域全体で問題意識を共有しながら、さま
ざまな課題に対処していく必要がある。高齢者あんしんセンターを中心とした社会資源ネットワークの構
築をはじめ、地域の中の連携と協力を一層深めて、互いに支えあう地域のきずなづくりを進めていくうえ
で、地域連携の仕組みづくりに向けて実施している事業は一定の成果が出ている。引き続き事業を推
進し、地域包括ケアシステムの構築を進めていく。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

北区の高齢化率は、平成30年には25.3%に上昇しており、23
区で一番高くなっている。また、後期高齢者人口は増加傾向
にあり、平成29年には前期高齢者人口をはじめて上回り、今
後も高齢者全体に占める後期高齢者の割合は上昇すると見
込まれている。こうした背景の中、平成30年3月には地域保健
福祉の総合計画として「北区地域保健福祉計画（平成29年度
～38年度（10年間））」を策定した。また、その個別計画として
「北区地域包括ケア推進計画（高齢者保健福祉計画・第7期
介護保険事業計画（平成30年度～平成32年度（3年間））」を
策定し、「長生きするなら北区が一番」を実現するため、高齢
者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて
自立した日常生活を営むことができるよう、医療・介護・介護
予防・住まい・日常生活支援が包括的に提供される体制であ
る「地域包括ケアシステムの構築」を進めている。

高齢者人口が増加していくなかで、高齢者が
地域で安心して暮らし続けるためには、本人や
家族の力や、公的な支援やサービスだけでは
十分ではなく、地域の力を活かした取り組みが
重要になってくる。

東京都高齢者保健福祉計画（平成30年度～平成32年度）で
も「地域で支え合いながら安心して暮らし続けることができる
東京」を計画の理念としており、地域の活力による取り組みに
重点を置いている。

国は第7期介護保険事業計画の策定にあたり、5つの基本指
針を定めており、その1つは「我が事・丸ごと、地域共生社会
の推進」で、地域住民が「支え手」と「受け手」に分かれるので
はなく、あらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分ら
しく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービス
と協働して、地域共生社会の実現を目指すことが重要である
としている。

人生100年時代と言われるようになり、意欲あ
ふれる高齢者が、いつまでもいきがいを持って
活躍できる、また、介護が必要になっても可能
な限り住み慣れた地域で暮らし続けることがで
きる社会を実現することが必要である。

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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　単位施策の検証

単位施策 ①地域で支えあうしくみづくり

施策の方向
についての

妥当性
地域包括ケアシステムの構築において、地域で支えあうしくみづくりは、もっとも重要である。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 28年度
北区高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画のためのアンケート調査

高齢者のための重点施策として「高齢者の就労の場や機会
の拡大」を選んだ方が42.4%と も高かった。就労をはじめ、
ボランティア等の機会を提供することが必要である。

近所の人に手助けして欲しいこととして「話し相手（20.2%）」や
「安否確認の声かけ（17.6%）」を選ぶ割合が多く、地域におけ
る見守り活動のニーズはある。
地域活動の参加状況で、参加していないと答えた人が約6割
と多く、地域活動に参加しやすい仕組みづくりが必要である。

単位施策 ②ＮＰＯ・ボランティア活動への参加促進・支援

施策の方向
についての

妥当性

地域の見守り・支え合い体制の充実を図るためには、ボランティア活動等への参加を促進し、地域の中で
適切な役割と居場所をつくることで、地域活動への参加を促していく必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

地域で支えあうしくみづくり

②重点事業及びその理由

地域包括ケアシステムの構築において、関係機関が連携し、見守り・支えあい体制の充実を図る必要があるた
め。

　中長期的方針

さまざまな課題に対処するにあたって、地域の力の重要性がますます高まっている。あらゆる地域住民
が役割を持ち、地域と連携し、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域のきずなづくりを進めることを
通じ、複雑化する課題に地域と連携して対応していけるように、引き続き、地域包括ケアシステムの構
築に向けて事業を推進していく。
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作成日

コード

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 ２　地域福祉推進のしくみづくり

基本施策 （２）利用者本位のサービスの提供 ０１０２０２

単位施策

①多様で良質なサービスの提供

②身近な地域の相談体制の確立

③総合的なサービスの提供

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

意図 福祉サービスの質の向上、相談機能の充実、総合的なサービス体制の構築

結果 利用者の立場に立った総合的な支援体制を整備する

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

高齢者あんしんセンター：平成28年10月に高齢者あんしんセンターの担当地域を見直し、地域振興室の
担当区域と同一とする再編を行った。区内17か所に配置し、身近な地域で相談や必要なサービスを受け
ることができるように整備した。平成29年度から各高齢者あんしんセンターの事業評価を開始。また、非
常勤医師を配置し、医療依存度の高い高齢者や介護・医療サービスにつながらない高齢者の相談対応
等、医療的側面から支援する。
一人ぐらし高齢者定期訪問：高齢者あんしんセンターなどを通じて新規申請件数は増加しており、見守り
等の相談体制は機能している。新規申請件数が増加しているにも関わらず対象者数が減少しているの
は、死亡や転出、施設入所などが多かったため。
福祉人材の確保：福祉のしごと総合フェアの開催数は計画どおり実施している。
在宅療養推進会議（旧：在宅介護医療連携推進会議）の開催：計画通り実施できている。
多職種連携研修会、顔の見える連携会議の実施：計画どおり実施できている。
在宅療養普及啓発推進事業：計画どおり実施できている。
障害相談係等において、引き続き適切な情報提供・助言を行い、相談支援の充実に努めている。
基幹相談支援センターについては、２４時間３６５日の相談体制の確保が困難であることから設置に至っ
ていない。引き続き設置に向けた検討を行う。

施策評価
担当部局

健康福祉部 施策所管課
健康福祉課、地域医療連携推進担当課、
高齢福祉課、長寿支援課、障害福祉課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）利用者本位のサービスの提供

対象 高齢者や障害者など

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

高齢者あんしんセンターの相談件数は年々増加しており、センターの役割は重要になっている。また、サ
ポート医の配置により、医療的側面から支援することができている。
一人ぐらし高齢者定期訪問対象者数の減は死亡や転出、入所等によるもので、必要な方への見守りは
引き続き行われており、身近な相談体制は保持されている。
福祉のしごと総合フェアの開催により、福祉職場への就職が促進されている。
介護医療連携推進会議の中に、多職種専門職を委員とする検討部会を設置し、専門的な意見を聞きな
がら事業化に向けた検討を行うことで、平成３０年度までに全ての区市町村で実施が求められている８事
業項目の全ての実施につながった。（平成２７年度中に達成）
多職種連携研修会の活動を継続することで、地域の医療・介護関係者や関係団体との連携が活発とな
り、参加者の増加、地域における「顔の見える連携づくり」につながった。
介護あんしんフェアの講演会や、各高齢者あんしんセンターでの講座などにおいて、在宅療養や看取りに
関する普及啓発を行った。在宅療養について不安がある区民は多く、引き続き啓発活動を推進する必要
がある。
平成27年4月に開設した滝野川地域障害者相談支援センターについて、利用者が増加傾向にある。
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区

都

国

その他

平成30年4月の介護保険制度改正では、地域包括支援センターの
機能強化を図るため、区市町村や地域包括支援センターは、セン
ターの事業について評価を行うとともに、必要な措置を講じなければ
ならないとされた。
厚労省は団塊の世代がすべて75歳以上になる2025年度に介護職
員が約34万人不足するとの推計を公表。もっとも不足数が多いのは
東京都で3万4,665人。
平成27年度に在宅医療・介護連携推進事業が介護保険法の地域
支援事業に位置付けられ、平成30年4月までに全ての区市町村で８
つの事業項目全てを実施することとされた。
平成30年度に６年に一度の診療報酬及び介護報酬の同時改定が
あった。この改定において、医療・介護の役割分担と連携の一層の
推進として、入院退院時の連携に関する加算が手厚くなった。

高齢者あんしんセンターによってサービスの差が出
ないように、平成29年度から実施している高齢者あ
んしんセンターの事業評価等により、相談支援体制
の質の向上を図っていく。

介護職員をはじめとした福祉人材の確保に向け、積
極的な施策展開が求められる。

高齢者施策として、取り組んできた北区版地域包括
ケアシステムの構築をベースに、障害者や子どもも
含めた取り組みへと発展させていく。

相談を待つだけではなく、アウトリーチで、長期的な
働きかけも可能。

高齢者あんしんセンターの担当地域の再編や、事業評価の取り組みを開始したことにより、利用者が
質の高いサービスを受けやすい体制を整備することができた。
在宅医療介護連携推進、多職種連携研修会、在宅療養普及啓発について、検討部会の設置や関係団
体との連携等により、おおむね計画通り推進している。
区民への良質な福祉サービスの提供体制が継続できるよう、福祉職場での担い手の確保が重要であ
る。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

平成28年10月に、高齢者あんしんセンターの担当地域を見直し、地
域振興室の担当区域と同一とする再編を行った。新たに赤羽北高
齢者あんしんセンター及び十条台高齢者あんしんセンターを設置す
るとともに、清水坂あじさい荘高齢者あんしんセンターを移設して東
十条・神谷高齢者あんしんセンターを設置し、17か所とした。また、
平成25年度に設置した出張窓口3か所（王子五丁目団地、豊島五丁
目団地、ヌーベル赤羽台）も引き続き運営している。
今後、担当地域外に設置されている豊島及び滝野川西高齢者あん
しんセンターについて、効率性や利用者の利便性を考慮し、担当地
域内への移転を進めていく。
平成29年度時点で、高齢者世帯が47,077世帯で、全体の5割近くを
占め、そのうち高齢者単身世帯は68.6%を占める。
「北区地域包括ケア推進計画（Ｈ30-32年度）」において、多職種連
携、区民啓発の推進を重点事業に位置付けている。

区境に近い場所に設置されているなど立地条件が
あまり良くない高齢者あんしんセンターについて、担
当地域の中央付近へ設置することなども検討してい
く必要がある。

高齢化の進展（特に後期高齢者及び要介護高齢者
の増加）や、地域医療構想による病床の機能分化・
連携等により、在宅医療の需要がさらに増加するこ
とが見込まれている。

地域包括ケアシステムの中心を担う高齢者あんし
んセンターの役割がますます重要になってくる。

これまで高齢者施策として、北区版地域包括ケアシ
ステムの構築に取り組んできたが、地域共生社会
の実現に向けて、障害者や子どもも含めた北区版
地域包括ケアシステムの構築が求められてくる。

社会からの孤立による様々な課題が増加している。
身近なところでの相談体制づくりがより一層求めら
れる。

東京都高齢者保健福祉計画（平成30～32年度）では、地域包括支
援センター（北区では「高齢者あんしんセンター」と称している）の機
能強化に向けた取組みを支援するため、初任及び現任職員向けの
研修の実施や、管内の複数のセンターを統括し、サポートする機能
強化型地域包括支援センターの設置を支援していくとしている。
東京都高齢者保健福祉計画において、「在宅療養の推進」が重点
分野の一つに位置付けられている。また、平成30年度より、地域支
援事業対象外経費を都独自の補助金としてメニュー化するなど、在
宅療養推進に係る区市町村への財政支援を行っている。

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 28年度
北区高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画のためのアンケート調査

高齢者のための重点施策として「高齢者の保健・医療
サービスの充実」、「介護が必要になったときの在宅療
養支援の充実」、「介護者に対する支援」をあげた割合
が多く、医療や介護に不安を抱えている人が多い。

高齢者あんしんセンターの認知状況で、名前を聞いたことがあると
答えた方が48.2%であった。もっと、あんしんセンターの認知度をあげ
ていく必要がある。
「Ｑ． 期を迎えたい場所」として、「 期まで自宅で過ごしたい」およ
び「自宅で療養して、必要になれば医療機関に入院したい」との回答
が、51.3％と高い一方、「Ｑ．在宅療養が実現可能と思うか」に対して
「いいえ」が70.7％となっており、在宅療養実現のための更なる環境
整備と普及啓発が必要である。

　単位施策の検証

単位施策 ①多様で良質なサービスの提供

施策の方向
についての

妥当性

今後も適切な福祉人材の確保や、高齢者あんしんセンターの事業評価等により、質の高いサービスを提
供していく必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②身近な地域の相談体制の確立

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

身近な地域の相談体制の確立

②重点事業及びその理由

地域共生社会の実現に向けて、高齢者あんしんセンターを中心とした身近な地域での相談体制の確立が重要

　中長期的方針

高齢者やその家族を介護・福祉・健康・医療などさまざまな面から総合的に支える拠点である高齢者あ
んしんセンターの役割は大きく、今後もサービスの質の向上、各種事業の公正・公平な運営を確保し、
機能充実を図っていくことで、高齢者あんしんセンターを中心に、利用者本位のサービスの提供をおこ
なっていく。
基幹相談支援センターについては、自立支援協議会や専門部会の検討を踏まえ、平成32年度末まで
の設置を目指す。
今後は高齢者、障害者、子どもなど、世代や分野の垣根を超えた総合的なサービス体制の構築が求め
られてくるため、各課が連携して検討していく必要がある。

施策の方向
についての

妥当性

高齢者あんしんセンターを中心に、関係機関と連携して、地域で問題を解決していき、地域共生社会の実
現に向けて、障害者や子どもも含めた北区版地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ③総合的なサービスの提供

施策の方向
についての

妥当性

高齢者、障害者、子どもなど、世代や分野を問わず、地域課題は複雑化して来ているため、その対処に
総合的な相談支援体制の構築が必要。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

 
-20-



作成日

コード

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

施策評価
担当部局

健康福祉部 施策所管課
健康福祉課・高齢福祉課・
障害福祉課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （３）権利擁護のしくみづくり

対象 判断能力が低下した高齢者や障害者、育児や介護に悩む家族等関係者

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 ２　地域福祉推進のしくみづくり

基本施策 （３）権利擁護のしくみづくり ０１０２０３

単位施策

①権利擁護の推進

②人権を守る体制の充実

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

成年後見制度の利用に関する相談をはじめとして、権利擁護センターの活動実績が増加して
いる。
高齢者及び障害者虐待防止啓発講演会の参加者数を増やし、より多くの方に理解を深めてい
ただく必要がある。

区と社会福祉協議会が連携して、地域福祉権利擁護事業の活用や成年後見制度の普及啓発を図るた
め、権利擁護センター「あんしん北」の活動強化を行う必要がある。
また、高齢者及び障害者虐待への対応、啓発事業等を積極的に実施し、相談・支援体制の充実を図る
必要がある。

意図 高齢者や障害者などの人権及び権利が擁護される環境とする

結果 だれもが地域で安心して健やかに暮らせるまちづくりの実現

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

成年後見制度をはじめ、判断能力が低下している人の権利擁護のしくみについて、啓発を行っ
ている。
家族をケアする方向けの虐待防止啓発講演会を毎年実施し、啓発を行っている。
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都

国

その他

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

権利擁護センター「あんしん北」の活動支援
高齢者虐待の相談・通報件数は、毎年度１００件程で、
横ばいで推移しているが、平成29年度は121件と例年よ
り多かった。

成年後見制度の利用促進に係る積極的な対
応が求められる。

障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止、
合理的配慮の提供が求められる。高齢者虐待の相談・通報件数が年々増加している。

平成28年度相談・通報件数3,243件
平成18年度1,677件から約2倍となっている。
都市部における高齢者虐待の発生要因としては、近隣
とのつきあいが少なく家族が問題を抱え込みやすい傾
向にあることなどがあげられる。

成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年
４月）
成年後見制度利用促進基本計画（平成２９年３月）
高齢者虐待防止法(平成１７年１１月）
障害者差別解消法（平成２５年６月）
障害者虐待防止法（平成２３年６月）

成年後見制度の利用促進につながる運用の
支援体制の構築を行う必要がある。
高齢者や障害者への虐待対応の相談・支援体
制の充実を図る必要がある。
区民の障害者理解を促進する必要がある。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 28年度
北区高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画のためのアンケート調査

高齢者のために取組む施策の必要性について、「認知
症に対する支援の充実と地域づくりの整備」が、前回
6.8％だった割合が、今回は11.9％と大きく伸びている。

成年後見制度の認知状況調査で、「知らなかった」と回
答した方が35.9％で一番多かった。成年後見制度の認
知度を高めていく必要がある。

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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　単位施策の検証

単位施策 ①権利擁護の推進

施策の方向
についての

妥当性
区における成年後見制度利用促進に関する施策を推進していく必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②人権を守る体制の充実

施策の方向
についての

妥当性

障害者・高齢者虐待防止に向けて虐待防止センター機能の充実を図るとともに、障害者差別解消法の趣
旨の普及啓発の継続的な実施や障害を理由とする差別に関する相談機能の充実を図る必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

権利擁護の推進

②重点事業及びその理由

認知症や知的障害、その他の精神上の障害により、財産の管理や日常生活等に支障がある人を地域全体で支
え合う仕組みづくりを構築するため、成年後見制度の利用の促進を図っていく。

　中長期的方針

認知症や知的障害、その他の精神上の障害があるため、財産の管理や日常生活等に支障がある人を
地域全体で支え合うことが求められてことから、成年後見制度の利用の促進をはじめ、権利擁護に関
する事業を推進する。
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作成日

コード

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 ３　高齢者・障害者の自立支援

基本施策 （１）社会参加の促進 ０１０３０１

単位施策

①就労・就業への支援

②多様な社会参加への支援

③教育、生活訓練の機会の確保

④地域交流の促進と理解の促進

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

意図 就労、ボランティア、生涯学習など多様な社会参加への支援、発達支援、障害者理解の促進

結果 地域でいきいきと活動し、明るく豊かに暮らしていける共生社会の実現

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

元気な高齢者がいきいきと活躍できる環境を整備し、活力ある地域社会を築いていくため、高齢者いきい
きサポーター制度の拡充・推進等を図っている。また、地域社会の支え手として高齢者の活力を活かし
た、就労やいきがいづくりの支援に関する北区モデルの検討について、これまで「長生きするなら北区が
一番研究会」において、学識委員の方々からさまざまなご意見や、他区市町村の事例等を紹介していた
だいた。ご意見等を参考に引き続き検討を進めていく。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

障害者就労支援センターの相談件数は増加しており、今後も障害者が安心して働き続けられるように就
労面・生活面の支援を一体的に行っていく。
高齢者いきいきサポーターの登録者数が増加するなど、元気な高齢者がいきいきと活躍できる環境を整
備している。
区民に対して、法が施行される前の平成27年度から障害者差別解消法普及啓発事業を実施している。
平成29年度は映画上映会を開催し、参加者が増加するなど、一般区民への普及啓発に努めている。

施策評価
担当部局

健康福祉部 施策所管課
障害福祉課・高齢福祉課・長寿支援
課・子ども家庭支援センター

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）社会参加の促進

対象 高齢者や障害者、その家族、地域住民

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

シルバー人材センターの会員数は増加しており、引き続き運営費の一部を補助し、高齢者の就業機会を
拡大できるように活動を支援する。高齢者いきいきサポーター制度の受入対象施設の拡充により、いきい
きサポーターの登録者数が増加している。
第1期障害児福祉計画に基づき、平成32年度末までに、児童発達支援センターを1か所整備し、主に重症
心身障害児を支援する児童発達支援事業所を少なくとも1か所確保する計画である。
障害者差別解消法については、引き続き区民に向けて、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止な
どの法の趣旨の普及啓発を実施する必要がある。

高齢者いきいきサポーター登録者数の増加など、元気な高齢者がいきいきと活躍できる環境整備、活力ある地
域社会の構築に努めた。また、地域社会の支え手として高齢者の活力を活かした、就労やいきがいづくりの支
援に関する北区モデルを引き続き検討していく。さらに、ハローワークやシルバー人材センター、障害者就労支
援センター等関係機関と連携し、就労意欲のある高齢者・障害者に対する支援の充実を図った。
児童発達支援事業所の整備については、平成27～29年度まで現状維持であったが、第1期障害児福祉計画に
基づき、平成32年度末までに、児童発達支援センターを1か所整備し、主に重症心身障害児を支援する児童発
達支援事業所を少なくとも1か所確保する計画である。
障害者差別解消法については、区民に向けて、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止などの法の趣旨の
普及啓発に努めた。
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区

都

国

その他

障害者差別解消法施行（平成28年4月）
障害者法定雇用率の引き上げ（平成30年4月）
民間企業2.0％→2.2％
国や地方公共団体2.3％→2.5％
法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加
障害者総合支援法及び児童福祉法（平成28年5月改正、平
成30年4月施行）→就労定着支援や居宅訪問により児童発達
支援を提供するサービスなどの新設

ハローワークやシルバー人材センター等関係機関
と連携し、就労意欲のある高齢者に対する支援の
充実を図る。
就労支援センターやハローワークと連携し、障害者
の一般就労に向けた更なる雇用促進を図っていく。
サービス事業者や関係機関等との連絡調整や、課
題解決に向けて必要となる支援を実施する。
区民の障害者理解の更なる促進が必要である。
医療的ケア児支援について、関係機関との連絡調
整を行うための体制の整備、施設の整備が必要と
なる。

「人生100年時代」の到来
医療技術の進歩等を背景として、NICU（新生児集中治療室）
等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使
用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障
害児が増加している。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 28年度 北区民意識・意向調査

高齢者がいきいきと活動している活力ある地域社会を
つくるため、どのような取組みが必要だと思うか調査し
たところ、「高齢者の就労の場や機会の拡大」が4割を
超え も高くなっている。

障害者がいきいきと活動している活力ある地域社会を
つくるため、どのような取組みが必要だと思うか調査し
たところ、「障害者の就労の場及び機会の拡大」が5割
半ばと突出して高くなっている。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

東京都北区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関
する対応要綱を制定（平成28年3月）
地域包括ケア推進計画の策定（平成30年3月）
第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画の策定（平成30
年3月）
自立支援協議会専門部会に「就労支援部会」を新設予定（平
成30年度）→障害者の就労の拡大について、調査・研究等を
行う。

高齢者の雇用が増加する。
障害者の雇用が増加する。
就労継続を図るための就労定着支援が課題とな
る。
障害児に対する自治体の支援強化が求められてい
る。
障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止、合理
的配慮の提供が求められている。
医療的ケア児が在宅生活を継続できるように、
心身の状況に応じた適切な支援を行う必要がある。

国の基本方針に即して、東京都障害者・障害児施策推進計
画を策定（平成30年3月）
東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する
条例（平成30年10月施行予定）

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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施策の方向
についての

妥当性

高齢者がいきいきと活躍し、障害者が自立した生活を営むことができるように、引き続き多様な社会参加
への支援を行う必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ③教育、生活訓練の機会の確保

施策の方向
についての

妥当性

関係機関との連絡調整を行うための体制整備や、児童発達支援センターや重症心身障害児を支援する
児童発達支援事業所の整備、民間施設の誘致を図る必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①就労・就業への支援

施策の方向
についての

妥当性
国、都、ハローワーク等とともに働く意欲のある高齢者・障害者の更なる雇用促進を図る必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②多様な社会参加への支援

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

就労・就業への支援
多様な社会参加への支援
教育、生活訓練の機会の確保

②重点事業及びその理由

働く意欲のある高齢者・障害者の更なる雇用促進を図る必要がある。
元気な高齢者がいきいきと活躍できるように、多様な社会参加への支援を引き続き行う必要がある。
児童発達支援センターや重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所を確保する必要がある。

　中長期的方針

働く意欲のある高齢者・障害者の就労支援を行う。また、元気な高齢者がいきいきと活躍し、障害者が
自立した生活を営むことができるように、ボランティアや地域イベントなど多様な社会参加への支援を引
き続き行い、自ら輝ける社会を実現する。さらに、安心して育児ができるように、心身の発達に不安があ
る乳幼児への発達支援を強化・推進する。

単位施策 ④地域交流の促進と理解の促進

施策の方向
についての

妥当性

障害者差別を引き起こす原因の一つに、障害者理解の不足がある。障害のある人もない人も交流できる
機会の提供など区民の障害者理解を促進することが重要であり、自立支援協議会の意見等を参考にし
ながら、普及啓発活動を継続していく。ただし、基本施策０１０２０３（権利擁護のしくみづくり）や０１０５０２
（思いやりのある福祉のまちづくり）への再編の余地がある。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）
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作成日

コード

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

施策評価
担当部局

健康福祉部 施策所管課
健康福祉課、地域医療連携推進担当課、
高齢福祉課、長寿支援課、障害福祉課、
介護保険課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）在宅生活の支援

対象 高齢者、障害者、認知症の方やその家族

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 ３　高齢者・障害者の自立支援

基本施策 （２）在宅生活の支援 ０１０３０２

単位施策

①地域包括ケアシステムの構築

②障害者支援の充実

③認知症対策の推進

意図 包括的な支援・サービス提供体制の構築、基盤整備、相談体制の充実を図る。

結果
誰もが、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるように、相談や情報提供等の体制
が整備され、必要とするサービスを的確に提供できるようにする。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

・地域包括ケアシステムの構築
北区地域包括ケア推進計画（平成30年度～平成32年度）の基本方針に定めた。引き続き推進していく。
・地域密着型サービスの基盤整備
「認知症高齢者グループホーム」と「小規模多機能型居宅介護」については予定どおり整備完了「定期巡
回・随時対応型訪問介護看護」については３０年度中に整備予定。今後、介護保険制度の核となる取組
みのため拡充目標については第７期介護保険運営協議会にはかりながら進めていく。
・認知症在宅支援推進事業
国の新オレンジプランに基づき、各高齢者あんしんセンターに認知症支援推進員及び初期集中支援チー
ムを配置した。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

・地域包括ケアシステムの構築
高齢者あんしんセンターサポート医の配置：高齢者あんしんセンターに非常勤医師を配置し、医療依存度
の高い高齢者や介護・医療サービスにつながらない高齢者の相談対応等、医療的側面から支援する。平
成30年度から区内7圏域全てにに配置。
介護予防活動支援者養成講座実施回数：毎年、一定回数を実施しており、目標は概ね達成している。
自主化グループ支援教室実施回数：概ね予定通り自主化が進んでいる。ご近所体操教室は29年度申込
み多数であったため、30年度は予算を拡充した。
在宅療養推進会議（旧：在宅介護医療連携推進会議）の開催、在宅療養普及啓発推進事業
多職種連携研修会の実施、顔の見える連携会議の実施
・・・・計画どおり実施できている。

・障害者支援の充実
緊急時の短期入所施設の確保を図るため、サービス提供事業所の整備を継続する。また、利用者自身
が自らの障害の状況等に合った事業所を選択できるよう、事業者情報の提供を行う。

・認知症対策の推進
認知症カフェの実施回数は毎年増加しており、また、認知症地域支援推進員・認知症支援コーディネー
ターの延べ相談件数も3,000件前後で推移しており、概ね目標を達成している。
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区

都

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

①地域包括ケアシステムの構築
地域包括ケア推進計画で基本方針として位置づけた。
おたっしゃ教室やご近所体操教室等による自主化プログラムの推進や区独自型の介護予防・生活支援
サービスを構築するなど下地が整えられた段階と考える。ここから地域包括ケア推進計画に基づく事業を
展開し、元気な高齢者が引き続き元気で暮らせるような仕組みづくりを進めて行く。

介護医療連携推進会議の中に、多職種専門職を委員とする検討部会を設置し、専門的な意見を聞きな
がら事業化に向けた検討を行うことで、平成３０年度までに全ての区市町村で実施が求められている８事
業項目の全ての実施につながった。（平成２７年度中に達成）

多職種連携研修会の実施（研修修了者）および顔の見える連携会議の実施（参加者）
活動を継続することで、地域の医療・介護関係者や関係団体との連携が活発となり、参加者の増加、地
域における「顔の見える連携づくり」につながった。

介護あんしんフェアの講演会や、各高齢者あんしんセンターでの講座などにおいて、在宅療養や看取りに
関する普及啓発を行った。在宅療養について不安がある区民は多く、引き続き啓発活動を推進する必要
がある。

②障害者支援の充実
　サービス利用者数が増加傾向にある中で、事業者と連携を図るため、サービス事業者研修会を開催
し、サービスの充実を目指している。

③認知症対策の推進
　認知症カフェへの参加者は毎年増加しており、また認知症地域支援推進員・認知症支援コーディネー
ターへの相談からの連携先件数も一定の件数を確保しており、認知症の理解の普及と身近な相談体制
を確保している。

地域包括ケア推進計画で「北区版地域包括ケアシステムの構築」を基本方針に定めた。
関係機関と連携し、北区版地域包括ケアシステムの構築を進めていく。
障害者支援については、サービス提供事業所の整備を進めている。相談支援事業者をはじめとした関
係機関との連携を図るため、引き続きサービス事業者研修会を開催するなど、さまざまな情報を集約
し、多様なニーズのある障害者の相談に的確に対応できるような体制の整備を進めていく。
認知症対策については、認知症カフェの参加者数は毎年増加しているなど、認知症への理解を深める
ための知識の普及や啓発、認知症の人の介護者への支援を充実させ、身近な相談体制の構築を進め
ることができている。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

高齢化の進展（特に後期高齢者及び要介護高齢者の増加）や、地
域医療構想による病床の機能分化・連携等により、在宅医療の需
要がさらに増加することが見込まれている。「北区地域包括ケア推
進計画（Ｈ30-32年度）」において、多職種連携、区民啓発の推進を
重点事業に位置付けている。
第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画において、障害児支援
の提供体制の整備等に関する成果目標を掲げた。

これまで高齢者施策として、北区版地域包括ケアシ
ステムの構築に取り組んできたが、地域共生社会
の実現に向けて、障害者や子どもも含めた北区版
地域包括ケアシステムの深化が求められてくる。
原則緩和型となることで、従来の国基準の訪問・通
所サービスがなくなり、そこに要介護1・2が移行して
くるとなれば、介護予防・生活支援サービスだけで
支えることは困難となる。
医療的ケア児等が適切な支援を受けられるようにす
ること。

「東京都高齢者保健福祉計画（Ｈ30-32年度）」において、「在宅療養
の推進」が重点分野の一つに位置付けられている。また、平成30年
度より、地域支援事業対象外経費を都独自の補助金としてメニュー
化するなど、在宅療養推進に係る区市町村への財政支援を行って
いる。
国の基本方針に即して、東京都障害者・障害児施策推進計画を策
定。

施策にどのような影響が予測されるか
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国

その他

　単位施策の検証

単位施策 ①地域包括ケアシステムの構築

施策の方向
についての

妥当性

団塊の世代が75歳を迎える平成37年度を控え、北区地域包括ケア推進計画の基本方針に沿って、引き
続き推進していく必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②障害者支援の充実

平成27年度に在宅医療・介護連携推進事業が介護保険法の地域
支援事業に位置付けられ、平成30年4月までに全ての区市町村で８
つの事業項目全てを実施することとされた。
平成30年度に６年に一度の診療報酬及び介護報酬の同時改定が
あった。この改定において、医療・介護の役割分担と連携の一層の
推進として、入院退院時の連携に関する加算が手厚くなった。
要介護１・２の生活援助が地域支援事業へ移行し、介護予防・生活
支援サービスは原則として緩和型となる。
＜財務省・財政制度分科会（社会保障）改革工程表＞
障害者総合支援法及び児童福祉法（平成28年5月改正、平成30年4
月施行）。
地域生活の支援充実のために自立生活援助などのサービスが創
設、障害児支援体制の強化等が盛り込まれた。

高齢者施策として、取り組んできた北区版地域包括
ケアシステムの構築をベースに、障害者や子どもも
含めた取り組みへと発展させていく。
今のうちから新たな担い手を養成するとともに、通
いの場をできるだけ多く創出する必要がある。
併せて、要介護度の軽度な方に対し、インフォーマ
ルサービス中心の考えに介護予防ケアマネジメント
を切り替えていかなければならない。
障害福祉部門を中心に、介護や児童福祉、教育部
門が連携して、課題に対処する必要がある。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 29年度
北区高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画のためのアンケート調査

高齢者のための重点施策として「介護が必要となったときの
在宅療養支援の充実」を選んだ方が21.5%と3番目に多かっ
た。介護が必要になっても在宅生活が続けられるように支援
していくことが必要である。

「Ｑ． 期を迎えたい場所」として、「 期まで自宅で過ごしたい」およ
び「自宅で療養して、必要になれば医療機関に入院したい」との回答
が、51.3％と高い一方、「Ｑ．在宅療養が実現可能と思うか」に対して
「いいえ」が70.7％となっており、在宅療養実現のための更なる環境
整備と普及啓発が必要である。

３　基本施策達成に向けた中長期的方針
　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

地域包括ケアシステムの構築

②重点事業及びその理由

北区の地域性に即した地域包括ケアシステムの構築が高齢者施策の中心的命題になっており、北区地域包括ケア推進計
画の基本方針にも定めており、引き続き推進していく必要がある。

　中長期的方針

従来の福祉施策では、障害者や高齢者、認知症の方など、対象者ごとに取り組みが進められていることが一般的であった
が、これらの対象者は共通した課題を抱えていることが多い。今後は複合的な課題に対処できるように、身近な地域での相
談や情報提供等の体制を整備し、いつまでも住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるように、高齢者だ
けでなく、障害者や子ども等を含めたあらゆる方に対応した地域包括ケアシステムの構築を進めていく必要がある。

施策の方向
についての

妥当性

居宅介護など地域での生活を支える各種サービスの充実を図り、障害者とその家族を支える基盤整備を
進める必要がある。また、医療的ケア児が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けら
れるようにすることなどが求められる。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ③認知症対策の推進

施策の方向
についての

妥当性

高齢化の進展に伴う認知症の人の増加に対する支援は、国をあげての課題であり、高齢者が住み慣れ
た地域で、自分らしく、安心して暮らしていくことができる環境づくりは行政が取り組むべき重要な課題で
ある。今後も一層の事業周知と内容の充実が必要である。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

予測される影響への対応
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作成日

コード

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

施策評価
担当部局

健康福祉部 施策所管課 健康福祉課・障害福祉課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （３）生活の場の確保

対象 自宅での生活が困難な高齢者や障害者

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 ３　高齢者・障害者の自立支援

基本施策 （３）生活の場の確保 ０１０３０３

単位施策

①多様な生活の場の確保

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

特別養護老人ホーム整備については、目標値を充足している。
老人保健施設整備については、施設の閉鎖により、目標値の74.6％の充足率となっている。
都市型軽費老人ホームについては、目標値の66.7％の充足率となっている。
民間事業者に対する建設費の一部補助等を通して、区内のグループホームの整備を推進した。

意図 高齢者や障害者が、安心して生活できる多様な形態の生活の場を確保する。

結果
高齢者や障害者が、住み慣れた地域で一人ひとりの状態にあった施設で安心して生活することができ
る。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

特別養護老人ホームの整備については、当初予定では、前期計画どおりの進捗見込みであったが、平成
31年度に開設予定の施設について、整備予定地の土壌改良工事の遅延により、開設の遅れが見込まれ
る状況である。

老人保健施設については、前期計画において、平成31年度までに１か所120床の整備を目標としていた
が、平成29年度に１施設53床が閉鎖されたため、目標値の見直しが必要である。現在、旧赤羽中学校跡
地に、平成33年度の開設を目途に、整備事業者と協議を進めているところである。

都市型軽費老人ホームについては、平成29年度に１施設が開設されたところであるが、滝野川圏域での
整備が進んでいない。ホームページでの整備誘致の周知などを図っているところであるが、具体的な整
備予定の見込みはたっていない。

グループホームなど地域に多様な生活の場を用意し、障害者とその家族を支える基盤整備を引き続き進
める必要がある。平成30・31年度の整備状況は土地の確保が困難なことなどにより未定であり、計画の
遅延が予想される。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

特別養護老人ホーム整備については、開設の遅延が見込まれるものの目標値を達成している。
老人保健施設については、平成29年度に１施設53床が閉鎖されたため、目標値の74.6％に留まってい
る。
都市型軽費老人ホームについて、滝野川圏域での整備が進んでおらず、目標値の66.7％の整備に留
まっている。
障害者グループホームの整備については、平成27～29年の実績は概ね計画どおりである。
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区

都

国

その他

特別養護老人ホーム整備においては、概ね計画どおり整備が進捗しているが、入所待機者は近年減少傾向にある。また、
平成29年度に開設された民間特別養護老人ホームにおいては、職員不足のため、定員満床の受入れが困難な状況であ
り、入所率が低い状況にある。また、平成31年に開設予定の民間特別養護老人ホーム１施設（165床）の開設も見込まれて
いる。今後の整備誘致については、引き続き要介護認定者数の増加が予想され議会等からの整備要望もあるところである
が、様々な要因に留意し慎重に検討して行く必要がある。

老人保健施設整備においては、平成29年度に１施設（53床）が閉鎖され現計画の策定時から施設数が減少している。現計
画においては、平成31年までに１施設（120床）の整備を予定していたが、旧赤羽中学校跡地に平成33年度の開設を目途に
整備を予定しており、計画が後ろ倒しとなっている。今後は、施設が閉鎖されたことによる影響等も考慮し、整備誘致の計画
を検討して行く必要がある。

都市型軽費老人ホームについては、都の整備目標は2400人のところ、平成30年3月末現在、1206人となっており、達成率は
50.3％となっている。現計画における整備目標としている２施設の整備について、圏域のバランスに考慮しながら、推進して
行く必要がある。

住み慣れた地域における障害者の生活の場を確保するため、民間事業者に対する建設費の一部補助等を通して、区内の
グループホームの整備を推進した。また、重度の障害者が地域生活を送ることができるよう、グループホーム整備に際して
区有地を活用した。以上のことから、実績はおおむね計画どおりであった。しかし、平成30・31年度の整備状況は土地の確
保が困難なことなどにより未定であり、計画の遅延が予想される。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

高齢者福祉施設については、状況に応じ適切なサービスが
受けられるよう介護基盤全般の整備が求められている。ま
た、施設においては、介護人材の確保が困難な状況にあり、
人員の不足により、定員満床の受入れが困難な施設がある。
人口の高齢化に伴い、障害者やその介助者の高齢化が進ん
でいる。身体障害者手帳所持者に占める65歳以上の区民の
割合は69.3％（平成29年8月末）となっている。

北区の高齢化率は今後も高い水準での推移
が見込まれるが、施設への入所状況や待機者
の動向を見極め整備を計画していく必要があ
る。また、施設においては、介護人材の不足に
より、効率的な施設運営が困難となる状況も予
測される。

「親なき後」の生活支援体制の確保が不可欠
である。

他の都道府県と比較し、高齢者施設全般の整備率が低いこ
とから、建設費の補助や用地の賃借料の補助などを行い、積
極的に整備をしていく姿勢を示している。また、区市町村毎の
整備率に応じて、補助金額に差を設けるなど、地域偏在に配
慮した整備を推進している。
グループホーム都加算の改定（より重度の利用者を支援する
事業者の努力を補助額に反映）。

今後も高齢化の進展が見込まれることから、地域における効
率的な介護サービス基盤の整備を推進するため「地域介護・
福祉空間整備等施設整備交付金」の制度を継続するほか、
施設整備用地の確保のための定期借地権一時金支援や、限
られた用地で効率的に介護施設の整備を推進するため、施
設整備にあたり合築・併設を行う場合に、補助単価を加算す
るなどの制度を設けている。
グループホーム国報酬の改定（看護職員配置加算の新設
等）

高齢化率は今後も高い水準での推移が見込ま
れるため受入れ施設の充足と併せ、介護人材
の確保を推進することにより、効率的な施設運
営が図られるよう取り組んでいく必要がある。

利用者の重度化・高齢化への対応が必要。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 28年度
「北区高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画」のためのアンケート調査（一般高
齢者調査）

高齢者のための重点施策として、「高齢者施設の整備」
が前回、調査より2.9％上昇するなど、高齢化の進展に
より、必要性が増している。

介護が必要になった場合の暮らし方として、「主に介護
保険サービスを利用して、在宅で暮らしたい」に次いで、
「特別養護老人ホームに入所したい」が14.3％となって
おり、環境整備が求められている。

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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　単位施策の検証

単位施策 ①多様な生活の場の確保

施策の方向
についての

妥当性

区民ニーズを適切に捉え、多様な施設の整備を図るとともに、施設で働く人材の確保策を推進することに
より、効率的な施設運営が図られるよう連携して取り組んでいく。

区がグループホームの整備費を補助することにより、障害者グループホーム及び重度身体障害者グルー
プホームの整備を促進する必要がある。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

多様な生活の場の確保

②重点事業及びその理由

・特別養護老人ホームの改修・整備
・老人保健施設・都市型軽費老人ホームの整備
高齢化率が高い水準で推移することが見込まれるため、今後も利用者ニーズに合わせた施設整備を行う必要
があるため。

　中長期的方針

平成30年1月1日現在の、高齢者人口は87,982人となっており、高齢化率25.3％となっている。今後高齢
者人口は、横ばいから緩やかな低下傾向となることが見込まれるが、後期高齢者人口及び要介護認定
者数は今後も増加が見込まれている。このような状況の中、利用者のニーズや施設の入所状況、整備
圏域のバランスなど様々な要因に留意し、慎重に施設整備計画を検討して行く必要がある。
人口の高齢化が進む中で、公有地を活用するなどして、グループホームなどの福祉施設を整備し、一
人ひとりの状況に応じた多様な生活の場を確保する。
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作成日

コード

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 ４　子ども・家庭への支援

基本施策 （１）子育て家庭への支援 ０１０４０１

単位施策

①多様な保育サービスの充実 ⑤児童虐待への対応

②子育て相談の充実と交流の促進 ⑥子育てしやすい環境づくりの推進

③子育ての経済的負担の軽減 ⑦子育て支援の拠点の整備

④ひとり親家庭の自立支援

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

意図 安心して子どもを産み育てられ、活気あふれる子ども声があふれる環境とする

結果 子どもの健やかな育ちと子育てを支える

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

【保育所待機児童解消】
計画上の必要事業量を大幅に上回る保育需要の増加を受け、待機児童の解消に向けた緊急対策に基づく施設整
備を進めた結果、前期目標数を超える受入数増を実現した。

【学童クラブの定員拡大】
計画上の目標を上回る定員拡大を進めてきたが、地域により学童クラブの待機児童は増加してきている。

【保育サービスの充実】
私立保育園の開設を推進してきたことなどにより、病児病後児保育や延長保育の実施数は計画以上の達成状況に
なっている。女性の社会進出や就労形態の多様化により、長時間保育や病児保育等の保育サービスの充実、あわ
せて保育の質の向上がより一層求められる状況になっており、今後も推進していく必要がある。

【産前産後サポート事業】
出産前後の母親の心身の疲労や出産直後の悩み、育児不安等の軽減を図るために実施しているが、産後ショート
ステイ事業など一部事業について、利用実績が当初の見込みを下回っており、利用にあたっての利便性の向上が課
題である。

【子育て応援団事業】
計画事業として順調に進捗してきているため、中期計画からは計画事業から外している。

【児童虐待未然防止事業】
児童虐待未然防止事業については、子ども家庭支援センターが北児童相談所と連携し、児童虐待対策の一義的な
相談窓口として、児童虐待対応及び児童虐待の予防と早期発見、見守りを行っているほか、養育支援訪問事業を実
施する等、児童虐待防止に向けた対策事業を推進している。

【児童相談所の移管】
児童相談所の移管については、現在、関係課長会で２３区共通課題及び都協議課題について検討を行うとともに、
「児童相談所設置に向けた庁内連絡会」において、北区の課題に係る具体的な検討を行っている。又、児童相談所
の整備地や施設形態等の検討を行いながら、人材面については新規職員の採用等により職員の確保に努めるとと
もに、北児童相談所への派遣等により職員の育成を図っている。

【（仮称）子どもプラザの整備】
中期計画から検討のまま休止している。

【子どもセンター・ティーンズセンターへの移行推進】
放課後子ども総合プランの導入により小学生の安全で安心できる活動場所を確保できたところから、順次、子どもセ
ンターへ移行している。ティーンズセンターは中高生の利用状況、施設環境を見ながら推進していく。

施策評価
担当部局

子ども未来部 施策所管課
子ども未来課・子育て施策担当課
保育課・子ども家庭支援センター・
健康推進課・学校支援課・住宅課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）子育て家庭への支援

対象 子ども・子育て世帯・子どもを持つことを希望する区民
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区

都

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

①私立保育園の開設拡充等の理由により、計画以上の達成状況になっている。また、学童クラブ定員は、計画を上
回る達成状況になっている。
②子育てに関する専門相談への相談件数は増加しているとともに、相談内容も多様になってきている。
③北区が先駆的に実施している子ども医療費助成にみられるように受給者数は伸びており、子育ての経済的負担の
軽減措置として、大きく機能している。
④平成29年3月に「北区子どもの未来応援プラン」を策定し、未来を担う北区の子どもたちが、生まれ育った環境にか
かわらず、健やかに成長・自立できるよう、貧困の世代間連鎖を解消するための施策を展開している。
⑤近年増加傾向にある児童虐待新規受理件数については、疑いを含めた虐待そのものが増えたことに加え、社会
的意識の高まりによって相談・通報が増えたことも要因の一つとなっている。児童虐待防止啓発研修・講演会につい
ては、区民だけでなく関係機関の職員や学校教職員、大学生等を対象として実施しており、児童虐待予防意識の高
まりの一助となっている。又、子ども家庭支援センターが要保護児童対策協議会を開催し、関係機関と連携・情報共
有することにより要保護児童等の早期発見及びその適切な保護に努めている。
⑥ショートステイ・トワイライトステイ事業の利用理由は出産が多く、その他保護者の疾病や出張が理由として挙げら
れる。ショートステイは、保護者の希望と合致するかにより利用件数に影響が出ている。安心ママヘルパー事業の利
用件数は、ホームページや北区ニュースでの周知に加え、健康支援センター等と連携し情報提供することで育児中
の家族への支援として利用されている。ファミリーサポート・センター事業は、増加傾向にあるファミリー会員に対応す
るサポート会員の発掘が課題であり、制度の中で保護者のニーズに対応できる体制を整えていく必要がある。
⑦乳幼児親子の居場所機能に重点を置いた子どもセンターの設置は、計画を若干下回っているが、児童館を含めた
乳幼児親子の利用者数は順調に伸びてきている。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

年少人口の増加に見られるように、「子育てするなら北区が一番」をより確かなものにするために、計画事
業として保育園待機児童解消や学童クラブの定員拡大を始めとして保育サービスの充実、産前産後サ
ポート事業等を展開してきたことで一定の成果は見て取れる。しかしながら、同時に多様な保育サービス
についての需要が増大してきているおり、就労形態の多様化に伴う需要はもとより、求められるサービス
の変化にも柔軟に対応しながら、引き続き子育て家庭を支援するサービスの充実を図っていく必要があ
る。

「子育てするなら北区が一番」をより確かなものにするために、子どもや子育て家庭に向けた各種施策
は充実してきているとともに、地域社会と連携して子どもの成長をあたたかく見守り育む環境づくりへの
取り組みも推進してきてた。これからも区民の多様なニーズを取り込み、使いやすくわかりやすい施策
展開と対象となる世代に届きやすい情報の発信が必要になる。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

待機児童が発生している滝野川地区において、認可保育所及び小
規模保育事業所の募集に取り組むとともに、今後、区内各地の動向
を見据えながら、必要に応じて更なる保育施設の誘致等を行う。
国及び都の制度を活用し、保育事業者を支援し、保育士の人材確
保や負担軽減を図る施策を強化している。
「北区子どもの未来応援プラン」を策定し、ひとり親家庭等の子ども
の支援を展開している。
平成２８年６月の母子保健法の改正により、平成２９年４月から、児
童虐待の発生を予防し妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援
を行う「子育て世代包括支援センター」を市区町村に設置することが
努力義務とされ、北区は、平成３０年４月に事業を開始した。

東京都の充実した支援が継続されることで、必要に
応じた保育施設の誘致等が可能になるとともに、多
様なニーズに対応した柔軟な保育サービスの提供
が可能になり、子育て家庭の支援の充実が図られ
る。また、貧困の状況にある子どもが健やかに育成
される環境の整備も展開できるようになる。

虐待に至る前に適切な支援を行うため、子育て支援
事業の普及・推進、虐待防止意識の啓発、相談しや
すい体制の整備が求められる。又、虐待が深刻化
する前の早期発見・早期対応や児童相談所からの
送致に対応するため、子ども家庭支援センターの体
制強化や研修やノウハウの共有による専門性の強
化、要保護児童対策地域協議会における更なる連
携強化をする必要がある。

都では、平成３０年度において、保育サービス利用児童数２１,０００
人分を整備するとともに、待機児童となっている保護者などへの利
用者支援の充実に向けた取組を展開するとしている。
ハード面の整備、保育士宿舎借り上げ支援事業や保育補助者雇上
強化事業、ICT化推進事業、賃借料補助事業など、保育事業者を支
援し、保育士の人材確保や負担軽減を図る施策を強化してきてい
る。
ひとり親家庭等を支援するための補助制度が充実してきている。
平成２８年５月に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立し、公
布された。今回の改正法では児童相談所による指導措置について、
委託先として区市町村が追加されるとともに、まずは、区市町村で
の児童相談や子育て支援により対応すべき事案について、児童相
談所から区市町村への送致が新設された。

施策にどのような影響が予測されるか
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国

その他

国では、平成２９年６月に発表した「子育て安心プラン」に基づき、待
機児童解消に必要な受け皿約２２万人分の予算を平成３０年度から
平成３１年度末までの２年間で確保し、遅くとも平成３２年度末まで
の３年間で全国の待機児童を解消するとしている。
保育士宿舎借り上げ支援事業や保育補助者雇上強化事業、ICT化
推進事業、賃借料補助事業など、保育事業者を支援し、保育士の人
材確保や負担軽減を図る施策を強化してきている。
子どもの貧困対策の推進に関する法律を制定し、貧困対策を総合
的に推進している。
平成２９年６月に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立し、公
布された。今回の改正法では「虐待を受けている児童等の保護者に
対する指導の司法関与」「家庭裁判所による一時保護の審査の導
入」「接近禁止命令を行うことができる場合の拡大」が主な改正内容
である。

保育の無償化措置によって、新たな保育需要の向
上が予測され、更なる対応を行う必要がある。

子どもの貧困対策においては、国の政策動向によっ
て、総合的に進んでいくようになる見込みであり、更
なる対応を行う必要がある。

児童相談所設置に向けて検討を行うとともに、児童
福祉法等の改正に対応できるよう、北児童相談所
等と連携し職員の能力育成に努める必要がある。

国では、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、２０１９
年１０月から３歳から５歳までの全ての子供及び０歳から２歳までの
住民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育所、認定こども
園等の費用の無償化措置の実施を位置づけた。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

・子育て支援の充実について、若い年齢層ほど、施策の重要
度、満足度ともに高くなっている。
・自然とふれあえる場の提供、異世代との交流の場の提供が
高くなっている。

施策の方向
についての

妥当性

施策の方向性は妥当であるが、身近で気軽に相談できる所と専門性を備えている所という両方向からの
充実・整備が必要になる。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

単位施策
③子育ての経済的負担の軽減（④と統合し、「困難を抱える子育て家庭への支援」という単位
施策に再編予定）

施策の方向
についての

妥当性
子育て世代ほど、経済的負担の軽減への要望は高いので、施策の方向性としては妥当である。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

　単位施策の検証

単位施策 ①多様な保育サービスの充実

施策の方向
についての

妥当性

保護者の就労形態が多様化するなか、引き続き、多様な保育ニーズが求められているため、現在の施策
の方向は妥当であり継続していく必要がある。一方、サービスを提供する保育事業者の支援にも踏み込
んでいく必要がある。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

単位施策 ②子育て相談の充実と交流の促進

単位施策 ④ひとり親家庭の自立支援（③と統合予定）

施策の方向
についての

妥当性

ひとり親家庭は、困難を抱える家庭の多数を占めているため、ひとり親家庭を対象とした施策の方向性に
は妥当性がある。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

予測される影響への対応
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施策の方向
についての

妥当性
孤立した子育てを防ぐためにも、子育て世代が集まりやすい拠点の整備は依然として必要である。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ⑥子育てしやすい環境づくりの推進

施策の方向
についての

妥当性

子育て情報の発信や母子保健体制の充実という方向性は妥当であるが、多様化する区民ニーズをどこ
まで取り込むかを検証していく必要がある。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

単位施策 ⑦子育て支援の拠点の整備

単位施策
⑤児童虐待への対応（基本施策０１０４０３「子どもをあたたかく育む地域社会づくり」の単位施
策「いじめや虐待の防止」を移行し再編予定

施策の方向
についての

妥当性

要保護児童対策地域協議会の関係機関と更なる連携強化を行い、虐待が深刻化する前に早期発見・早
期対応できるよう、又、児童相談所からの送致に対応できるよう、人材育成を含め子ども家庭支援セン
ターの体制を強化する必要がある。

児童相談所の移管については、他施設との複合化や区有地の活用等の検討を行い、人材面について
は、新規職員の採用等により職員の確保に努めるとともに、児童相談所の設置市への派遣等により職員
の育成を図る必要がある。

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

多様な保育サービスの充実
児童虐待への対応

②重点事業及びその理由

保育所待機児童解消、学童クラブの定員拡大、保育サービスの充実、児童相談所の移管
安心して産み育てられるとともに、子どもを育てながら働くことのできる環境を整える。
児童相談所の設置に向けて、子ども家庭支援センターの機能や関係機関との連携を強化する。

　中長期的方針

年少人口は今後１０年は増加するものと予測され、当面は保育園をはじめとした子育て支援のための
施設整備は必要施策であるが、中長期的には当該施設の配置も考慮していく必要がある。
児童虐待防止については、児童相談所の設置に向けて、区が児童虐待に対する対応を総合的に担っ
ていくことのできる体制を整備する。子ども家庭支援センターの体制強化や職員の人材育成に加え、要
保護児童対策地域協議会等の関係機関との連携を強化し、虐待の未然防止や早期発見・対応に取り
組んでいく。
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作成日

コード

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 ４　子ども・家庭への支援

基本施策 （２）子どもの健やかな成長の支援 ０１０４０２

単位施策

①魅力ある遊び環境づくり

②豊かな体験活動の充実

③子どもの幅広い社会参加の促進

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

意図 魅力ある遊びの環境をつくり、豊かな体験活動や社会参加の促進を図る

結果 遊びを通して社会の一員としての自覚や社会性を育んでいく

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

放課後子ども総合プランの進捗にあわせて、児童館の統合及び子どもセンターへの移行を進
めている。それにあわせて、小学生の豊かな体験活動や社会参加を支える場も放課後子ども
総合プランに移行している。また、乳幼児親子が安心して集える場所として、子どもセンターの
整備も進んできている。

施策評価
担当部局

子ども未来部 施策所管課
子ども未来課、生涯学習・学校地域連
携課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）子どもの健やかな成長の支援

対象 子どもたち

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

児童館・子どもセンターの小学生の利用は減少しているが、それを上回る利用者が放課後子ど
も総合プランを利用している。いままで、児童館を利用していなかった小学生が身近な学校で
事業を実施している放課後子ども総合プランを利用していることがうかがえる。この傾向に合わ
せて、子どもたちの豊かな体験活動や社会参加を支える環境づくりも、放課後子ども総合プラ
ンの事業進捗にあわせて進んできている。

児童館・子どもセンターと放課後子ども総合プランの利用者数の推移からみても、児童館の統合・閉
館、子どもセンターへの移行という児童館のあり方と放課後子ども総合プランの導入を一体的に進めて
きたことの成果は見て取れる。
施設・事業の再編が、少しづつではあるが子どもたちの豊かな体験活動や社会参加の機会を支える環
境づくりへとつながってきている。
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国
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「放課後子ども総合プランについて」（平成26年7月31日）
共働き家庭の「小一の壁」を打破するとともに、次代を担う人
材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心
に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を
中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的
な整備等を進める。 小学校すべての放課後子ども総合プランを導

入し、小学生の放課後の安全・安心できる活動
場所を確保し、様々な体験活動を充実してい
く。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

子育て支援の充実について、若い年齢層ほど、施策の
重要度、満足度ともに高くなっている。
自然とふれあえる場の提供、異世代との交流の場の提
供が高くなっている。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

「放課後子ども総合プラン」は、「基本計画2015」、「教育ビジョ
ン2015」において、平成31（2019）年度までに全小学校での実
施を目標としている。
「今後の児童館のあり方に関する基本方針」（平成25年3月）
及び「子どもセンター及びティーンズセンター配置方針」(平成
26年8月）において、児童館の再編成を計画している。

小学生の放課後の活動場所が放課後子ども
総合プランに移行することで、豊かな経験ので
きる多様な活動が求められてくる。

教育庁地域教育支援部と福祉保健局少子社会対策部の両
部局から、それぞれに支援を展開している。

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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施策の方向
についての

妥当性

人間性や社会性を培うために体験活動の大切さはいつでも普遍の課題であるため、施策の方向性として
は妥当である。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ③子どもの幅広い社会参加の促進

施策の方向
についての

妥当性

人間性や社会性を培うために社会参加の大切さはいつでも普遍の課題であるため、施策の方向性として
は妥当である。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①魅力ある遊び環境づくり

施策の方向
についての

妥当性
子どもたちが楽しめる魅力ある環境づくりは普遍の課題であるため、概ね施策の方向性は妥当である。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

単位施策 ②豊かな体験活動の充実

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

豊かな体験活動の充実

②重点事業及びその理由

・放課後子ども総合プランの充実
子どもたちが豊かな体験活動の実践をめざし、自然体験、社会体験、科学体験等の体験活動を重視するよう、
事業内容の充実をめざす。

　中長期的方針

放課後子ども総合プランの全小学校への導入が完了しつつある中で、施設のハード面の充実は引き続
き行っていくことになる。今後はソフト面の施策に重点を置き、子どもたちにとって魅力があり、参加する
価値のある場所へと充実させていく必要がある。また、施設内の安全・安心には配慮を重ねてきたとこ
ろであるが、子どもたちの登下校を含めた施設外における安全・安心にも配慮が必要になってくる。
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作成日

コード

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 ４　子ども・家庭への支援

基本施策 （３）子どもをあたたかく育む地域社会づくり ０１０４０３

単位施策

①地域における子育て支援

②子育てネットワークの育成

③いじめや虐待の防止

④子どもの安全確保の体制づくり

平成３０年度 北区施策評価シート

意図
地域社会全体で子育てを支えることで、いじめ・虐待・子どもを狙った犯罪等を未然に防ぎ、子どもにとっ
て安全なまちづくりを推進する。

結果 子どもの健やかな育ちを支え、保護者の子育てに対する不安感を取り除く。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

①地域における子育て支援
児童館・子どもセンター及び育ち愛ほっと館の乳幼児親子の利用者数は、北区の人口増加に伴い、増加している。
②子育てネットワークの育成
子育てサークルの団体数は不明だが、平成３０年２月に政策提案事業である「北区子育てメッセ」を「子育てママ応援
塾」と区の協働で初めて開催した。これは、子育て世帯の社会的孤立が課題となる中、地域や周囲とつながることに
難しさを感じている保護者に対し、支援団体とつながるきっかけを作るとともに、支援団体同士も協力関係を築いてい
くことを通じて、子育てネットワークの育成・推進を図ることを目指す事業である。この事業の実施により、子育てサー
クルの団体数、参加者数が増え、子育てネットワークがより充実したものになることが見込まれる。
③いじめや虐待の防止
近年増加傾向にある児童虐待新規受理件数については、疑いを含めた虐待そのものが増えたことに加え、社会的
意識の高まりによって相談・通報が増えたことも要因の一つとなっている。又、子ども家庭支援センターが要保護児
童対策協議会を開催し、関係機関と連携・情報共有することにより要保護児童等の早期発見及びその適切な保護に
努めている。見守りサポートは、児童相談所と連携し軽度の児童虐待が認められるものの在宅での指導が適当と判
断される家庭や、児童虐待により児童相談所が一時保護または施設措置等を行った児童が家庭復帰した後の家庭
への支援を行っているが、平成27年以降児童相談所からの依頼はなかった。
④子どもの安全確保の体制づくり
「安全・安心」・快適メールの配信実績・登録者数はともに伸びており、区民の安心・安全への関心が高まっているこ
とが伺える。

施策評価
担当部局

子ども未来部 施策所管課
子ども未来課、子ども家庭支援センター、
生涯学習・学校地域連携課、危機管理課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （３）子どもをあたたかく育む地域社会づくり

対象
子ども・子育て世帯・子どもを持つことを希望する区民　民生・児童委員をはじめとする地域コミュニティの
構成員

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

ファミリー・サポート・センター事業の会員数は、地域住民の協力、連携のもと近年増加傾向にあり、地域での子育て
支援づくりの一翼を担っている。児童虐待の対応件数の増加は、疑いを含めた虐待そのものの増加に加え、子ども
を取り巻く地域社会の関心の高まりにより、相談・通報が増えたことが要因と思われる。

「地域における子育て支援」と「子育てネットワークの育成」は、地域全体で子育て世帯を見守り支え、子育ての孤立化を防ぐ取り組みで
あるとともに、気になる親子を早期に発見し、虐待を未然に防ぐ効果も期待できるものである。青少年地区委員会等の団体に加え、新しい
子育て支援団体とも協働し、イベントの開催や地域活動の充実を図ることで、ネットワークの拡張や子育て世帯がネットワークにつながり
やすくなる環境の整備が必要となる。このようなネットワークの構築は、「子どもの安全確保への体制作り」にも資するものである。
児童虐待の受理件数や対応件数が増加しているが、社会全体の児童虐待等への関心の高まりにより、相談件数が増加したことも要因と
考えられる。引き続き、要保護児童対策協議会の開催等で関係機関等の連携を図り、虐待の早期発見・対応を進めていくとともに、児童
相談所の区への移管に向けた体制の整備を行っていく必要がある。
施策の実施にあたっては、今年度「子ども・子育て支援事業計画2020」のニーズ調査を実施し、その結果成果指標に掲げる数値にどのよ
うな変化があったかを把握、分析し、今後の事業展開に活かしていく必要がある。

 
-40-



区

都

国

その他

児童相談所の移管により、区が児童虐待に対する
対応を総合的に担っていくことが求められる。又、虐
待が深刻化する前の早期発見・早期対応を行うた
め、子ども家庭支援センターの体制強化や研修やノ
ウハウの共有による専門性の強化、要保護児童対
策地域協議会における更なる連携強化をする必要
がある。合わせて、子どもが虐待や犯罪に巻き込ま
れることを未然に防ぎ、支援を必要としている子育
て世帯が助けを求められるような地域社会づくりが
求められる。

③いじめや虐待の防止
平成２９年６月に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立し、公
布された。今回の改正法では「虐待を受けている児童等の保護者に
対する指導の司法関与」「家庭裁判所による一時保護の審査の導
入」「接近禁止命令を行うことができる場合の拡大」が主な改正内容
である。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

児童相談所移管に向けて、引き続き２３区共通課題
及び都協議課題について検討を行うとともに、北区
の課題に係る具体的な検討を行う。又、国や都及び
児童相談所設置予定自治体の動向を注視すると同
時に、児童福祉法等の改正に対応できるよう、北児
童相談所等と連携し職員の能力育成に努める必要
がある。
合わせて、子どもが虐待や犯罪に巻き込まれること
を未然に防ぎ、適切な支援を行うため、子どもセン
ター等を拠点とした、地域における子育て支援の充
実や、関係団体や地域によるネットワークの育成を
より推進し、「地域の子どもは地域で守る」体制を構
築していく。

「子育て支援のための重点施策」では、地域で子どもたちを守り育てるという意識の高揚（20.7％）、子どもや保護者が悩みを
相談できる場の充実（17.0％）、児童虐待防止の取組の充実（13.0％）などが上位の回答率となっている。特に「地域で子ども
たちを守り育てるという意識の高揚は、前回調査に比べ5.7ポイントも上昇している。
「不安を感じる内容」では、子どもの安全に不安を感じるとの回答が28.1％で、全体で２番目となっている。特に30歳代では、
回答率は46.6％となっている。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

①地域における子育て支援
平成２５年３月に策定した「今後の児童館のあり方に関する基本方
針」に基づき、旧来の児童館を、乳幼児親子の居場所機能や相談
事業等の支援機能を強化した、子どもセンターへと移行している（平
成３０年４月１日時点で６館）。子どもセンターは利用者と周辺の地
域をつなぎ、複数のセンターを単位とするネットワークを構築する核
となる役割を担っていく。
②子育てネットワークの育成
平成３０年２月に政策提案事業である「北区子育てメッセ」を「子育て
ママ応援塾」と区の協働で初めて開催した。この事業は、子育て世
帯の社会的孤立が課題となる中、地域や周囲とつながることに難し
さを感じている保護者に対し、支援団体とつながるきっかけを作ると
ともに、支援団体同士も同イベントをきっかけに協力関係を築いてい
くことを通じて、子育てネットワークの育成・推進を図ることを目指す
ものである。
③いじめや虐待の防止
平成２８年６月の母子保健法の改正により、平成２９年４月から、児
童虐待の発生を予防し妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援
を行う「子育て世代包括支援センター」を市区町村に設置することが
努力義務とされ、北区は、平成３０年４月に事業を開始した。

③いじめや虐待の防止
平成２８年５月に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立し、公
布された。今回の改正法により、特別区に児童相談所の設置が可
能となり、東京都からの児童相談所の移管が見込まれる。また、児
童相談所による指導措置について、委託先として区市町村が追加さ
れるとともに、まずは、区市町村での児童相談や子育て支援により
対応すべき事案について、児童相談所から区市町村への送致が新
設された。

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応

 
-41-



単位施策 ④子どもの安全確保の体制づくり

施策の方向
についての

妥当性

子どもを狙った犯罪を未然に防ぐために、安心・安全な体制づくりをより強固にしていく必要があり、引き
続き推進していく。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ③いじめや虐待の防止（⇒基本施策０１０４０１子育て家庭の支援に移行・再編を検討）

施策の方向
についての

妥当性

要保護児童対策地域協議会の関係機関と更なる連携強化を行い、虐待が深刻化する前に早期発見・早
期対応できるよう、児童虐待の一義的窓口である子ども家庭支援センターが引き続き体制を強化し対応
する。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

施策の方向
についての

妥当性

安心して子育てができる地域社会を作っていくため、新たな子育て支援団体等も巻き込んで、地域の子
育てネットワークを広め、強化していく。そのためには、今後も継続した取り組みが必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①地域における子育て支援

施策の方向
についての

妥当性

共働き世帯の増加や核家族化により、不安感や孤立感を感じながら子育てをしている世帯が増え、子育
て支援へのニーズは高まっている。そのため、地域全体で子育て家庭を見守り、支えていく取り組みは非
常に重要である。今後も継続して取り組んでいく必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②子育てネットワークの育成

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

地域における子育て支援

②重点事業及びその理由

児童館・子どもセンター・ティーンズセンターを中心に、地域全体で子育て家庭を見守り、支援していく。

　中長期的方針

　児童館の「子どもセンター・ティーンズセンター」への移行や、放課後子ども総合プランの全校実施等
の新たな課題も多いが、平成２７年３月に策定された「北区子ども・子育て支援事業計画2015」、平成３
２年３月に策定する予定の「北区子ども・子育て支援事業計画2020」やニーズ調査を踏まえ、基本施策
の達成に向けて、それぞれの取り組みを強化していく。また、地域における子育て支援の仕組みについ
て、新たな施策について検討していく。
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作成日

コード

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 ５　福祉のまちづくり

基本施策 （１）バリアフリーのまちづくり ０１０５０１

単位施策

①ユニバーサルデザインのまちづくり

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

意図 活動の場を広げ、自由に社会参加や交流が行える環境とする

結果 思いやりのある福祉のまちづくりの推進

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

バリアフリー基本構想を計画通り策定

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

高齢者・障害者団体などの区民や、学識経験者、関係行政機関、施設管理者、交通管理者、
公共交通事業者など、さまざまな関係者の協力のもと、「北区バリアフリー基本構想」を策定し
た。
また、平成２８年度からの３年間で３地区の地区別構想を策定する。

施策評価
担当部局

健康福祉部 施策所管課
健康福祉部健康福祉課
まちづくり部都市計画課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）バリアフリーのまちづくり

対象 子どもや高齢者、障害者等配慮を要する区民

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

北区バリアフリー基本構想を策定後、PDCAサイクルに基づき、進捗状況の把握や新たな課題
に対して検討を加え、だれもが利用しやすい生活環境づくりとスパイラルアップに努め、バリア
フリー社会の実現を目指していく。
また、福祉のまちづくり整備要綱に基づく適合件数が増加することで、高齢者や障害者を含め
たすべての人が利用しやすいものとなるよう配慮を求めていく。

高齢者・障害者等の物理的、社会的、制度的、心理的、情報面などのさまざまな社会生活上の障壁（バ
リア）を除去(フリー）し、障害のない人と同じように自立した日常生活や活動ができるよう、基本構想を
策定し、地区別構想の策定を推進する。
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区

都

国

その他

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
（平成30年5月一部改正）
交通政策基本法(平成２５年１２月）
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５
年６月）

だれもが活動の場を広げ、自由に社会参加が
交流が行えるよう、ユニバーサルデザインの理
念に沿ったまちづくりを推進する。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 27～30年度 まちあるき点検

区の施策のうち、自分にとっての重要度では、「防災対
策の充実」「防犯対策の充実」「健康づくりの充実」に次
いで、「子ども・高齢者・障害者などに配慮したバリアフ
リーのまちづくりの推進」となっている。

出入口が複数あり乗換利用が多い駅では、バリアフリールー
トの増設や案内のわかりやすさの向上。バリアフリールートの
迂回距離が長い駅では、２ルート目の確保。ホームドア整備
による安全性の確保とともに、引き続き多様な障害等への理
解や適切な対応について研修等を進めるなど、こころのバリ
アフリーの推進が求められている。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

北区バリアフリー基本構想【全体構想】（平成28年3月）
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】（平成２９
年３月）
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】（平成
３０年３月）
福祉のまちづくり整備要綱による指導
北区交通バリアフリー全体構想（平成１４年１１月）
東十条駅周辺交通バリアフリー基本構想（平成１４年１１月）
王子・上中里・田端各駅周辺交通バリアフリー基本構想（平
成１７年3月）
板橋駅周辺交通バリアフリー基本構想（平成１８年３月）
駅及び駅周辺のバリアフリー化
公共施設のバリアフリー化
コミュニティバスの運行
鉄道駅エレベーター等整備事業

ユニバーサルデザインの理念に基づく福祉の
まちづくりの一層の推進が求められる。

福祉のまちづくり条例（福祉保健局）(平成２１年６月）
高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条
例（都市整備局）(平成１５年１２月）
ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業
鉄道駅総合バリアフリー推進事業

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

ユニバーサルデザインのまちづくり

②重点事業及びその理由

高齢者、障害者等配慮を要する人を含めだれもが、活動の場を広げ、自由に社会参加や交流が行うことができ
るよう環境整備を行い、ユニバーサルデザインの理念に基づく福祉のまちづくりを推進する。

　中長期的方針

高齢者、障害者等配慮を要する人を含めだれもが、活動の場を広げ、自由に社会参加や交流が行うこ
とができるよう環境整備を行い、ユニバーサルデザインの理念に基づく福祉のまちづくりを推進する。

　単位施策の検証

単位施策 ①ユニバーサルデザインのまちづくり

施策の方向
についての

妥当性

さまざまな社会生活上の障壁（バリア）を除去（フリー）し、自立した日常生活や活動ができるよう、ユニ
バーサルデザインの理念に基づく福祉のまちづくりを推進していかなければならない。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない
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作成日

コード

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

施策評価
担当部局

健康福祉部 施策所管課 障害福祉課、障害者福祉センター

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）思いやりのある福祉のまちづくり

対象 区民、法人、ボランティア活動団体、企業等。

基本目標 １　健やかに安心してくらせるまちづくり

政　　策 ５　福祉のまちづくり

基本施策 （２）思いやりのある福祉のまちづくり ０１０５０２

単位施策

①思いやりのある福祉のまちづくり

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

障害者作品展来場者に対するアンケート結果からは、「障害者への理解を深めたと感じた区民の割合」
は９割を超えており、毎年障害者週間に実施することは、一定の意義があり、その効果も高いと考えられ
る。しかし、来場者はリピーターや関係者等も多く、幅広い層の区民や団体に来場・参加してもらうために
は、PR方法について、更なる検討・対策が必要である。
障害者週間にあわせて、障害者就労支援施設の活動やそこで作られた魅力ある自主製品を広く発信す
るため、自主製品合同販売会を開催し、近年売上高が増加している。

障害者週間記念イベント等、様々な機会を通して、障害者への理解を深め、障害者との交流の輪を広げられる
ように努めた。
障害者週間において、国及び都道府県、各自治体などが、障害者の福祉について関心と理解を深めるととも
に、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に各事
業を行っている。同期間中に障害者作品展を実施することは、区民、法人、ボランティア活動団体、企業等に対
して、効果的に啓発活動を行うことができる。
参加団体の構成員（保護者等）の高齢化が進んでおり、出店見合わせや運営ボランティアの人材不足など、事
業運営に影響が出てきている。障害者週間に毎年実施する意義と効果は高いため、継続的に事業展開していく
ための手法や事業内容の刷新などが、今後の課題となる。
障害の有無に関わらず楽しめるスポーツイベントを東京都障害者総合スポーツセンターや関係団体と連携・協
力して実施している。また、福祉教育プログラムについて、社会福祉協議会と連携を図り、継続して取り組んでい
る。

意図 障害者への理解を促進する。様々な人と障害者が交流する機会の拡大を図る。

結果 あらゆる意識面のバリアフリーが推進され、ノーマライゼーションが定着する。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

障害者週間記念行事や障害者作品展を通じ、障害のある人もない人も交流できる機会を提供し、区民の
障害者理解の促進に努めた。
障害者作品展来場者数は、過去３年間の平均が約3,700名である。天候等にも左右されるため、横ばい
傾向が続いているが、ほぼ当初の計画通りで推移している。参加団体数は、過去３年間の平均が約54団
体である。参加団体の構成員（保護者等）の高齢化が進んでいるが、横ばい傾向が続いている。ほぼ当
初の計画通りで推移している。
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区

都

国

その他

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

北区障害者計画において、障害者作品展等を通じ、障害理
解を促進することとなっている。

第5期障害福祉計画において、障害者への理解促進・啓発事
業は必須事業となっている。

東京都北区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関
する対応要綱を制定（平成28年3月） 障害者差別解消法の施行を踏まえ、障害者に

対する不当な差別的取扱いの禁止、合理的配
慮の提供が求められている。また、共生社会
の実現に向けて、今まで以上に積極的な取り
組みが求められている。東京都障害者・障害児施策推進計画を策定（平成30年3月）

→障害者差別の解消を推進する取組や、障害者への理解促
進と心のバリアフリーの推進とともに、障害者のスポーツ・文
化芸術活動や地域活動等への参加を推進し、共生社会の実
現を目指すという施策目標を定めている。

東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する
条例（平成30年10月施行予定）

障害者差別解消法施行（平成28年4月）
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律公布、施行
（平成30年6月） 区民の障害者理解の更なる促進が必要であ

る。

事業運営において、障害特性に応じた配慮が
行われているかの課題整理を行い、解決に努
める。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

障害者がいきいきと活動している活力ある地域社会を
つくるため、どのような取組みが必要だと思うか調査し
たところ、「障害者の就労の場及び機会の拡大」が５割
半ばと高くなっている。

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

思いやりのある福祉のまちづくり

②重点事業及びその理由

障害者差別解消法の施行を踏まえ、これまで以上に障害者への理解促進、障害者との交流の輪の拡大に努め
る必要がある。

　中長期的方針

様々な機会を通して、障害者差別の解消を推進する取組や、障害者への理解促進、障害者のスポー
ツ・文化芸術活動や地域活動等への参加を推進し、共生社会の実現を目指す。また、参加者・団体の
高齢化が進んでおり、継続的に事業展開していくための手法や事業内容の刷新などに対応していく必
要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①思いやりのある福祉のまちづくり

施策の方向
についての

妥当性

共生社会を推進する制度改正が行われており、継続的な啓発活動を進めていく必要がある。また、若年
層へのアプローチについて、障害者団体等の関係団体と連携して、目的に沿った事業展開を行う
必要がある。
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