
１　地域産業の活性化 55

（１）新たな産業の展開 55

（２）モノづくりの振興 58

（３）生活サービス産業の育成 61

（４）勤労者の働きやすい環境づくり 64

２　コミュニティ活動の活性化 67

（１）コミュニティ活動の支援 67

（２）コミュニティ施設の充実 70

３　個性豊かな地域文化の創造 73

（１）個性豊かな文化の創造と発信 73

（２）歴史的文化の継承と活用 76

４　生涯学習の推進 79

（１）情報提供・相談体制の充実 79

（２）学習機会の拡充 82

（３）学習成果の活用 85

５　生涯スポーツの推進 88

（１）身近なスポーツの場の整備 88

（２）参加機会の拡充 91

６　未来を担う人づくり 94

（１）社会の変化に対応する学校教育の推進 94

（２）教育環境の整備 97

（３）学校・家庭・地域社会の連携の推進 100

（４）地域に開かれた学校づくり 103

（５）青少年の健全育成と自立支援 106

７　グローバル時代のまちづくり 109

（１）地球市民を育む意識づくり 109

（２）国際交流・国際協力の推進 112

（３）外国人が暮らしやすい環境づくり 115

８　男女共同参画社会の実現 118

（１）男女平等の意識づくり 118

（２）男女共同参画の推進 121

（３）男女の仕事と家庭の両立支援 124

９　主体的な消費生活の推進 127

（１）消費者の自立支援 127

（２）消費生活の安定 130

第２分野　『一人ひとりがいきいきと活動する
　　　　　　　　　　　　　にぎわいのあるまちづくり』
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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

21 23
若者・女性・高齢者の
活躍応援プログラム

検討 推進 拡充 拡充 推進 推進 推進 （１）新たな産業の展開

22 24
コミュニティビジネス
の推進

検討 推進 推進 拡充 推進 推進 拡充 （１）新たな産業の展開

23 25
（仮称）北区観光協
会の設立

設立
準備

設立
準備

設立 連携 推進 推進 設立 （１）新たな産業の展開

24 25
鉄道のまち北区プロ
ジェクト

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （１）新たな産業の展開

25 25
千客万来　外国人向
け観光情報発信事業

検討 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （１）新たな産業の展開

26 26
大学連携による産業イ
ノベーション創出事業

推進 推進 推進 拡充 推進 推進 推進 （２）モノづくりの振興

27 26
新製品・新技術開発
支援事業

件 計16 4 2 3 3 3 計15 （２）モノづくりの振興

28 27
経営相談総合窓口・産
産連携推進事業

検討 推進 推進 拡充 推進 推進 推進 （２）モノづくりの振興

29
地域産業の技術・技
能承継事業

検討 検討 推進 推進 推進 推進 推進 （２）モノづくりの振興

30 28
北区まちなかゼミ
ナールの開講

推進 検討 検討 開始 推進 推進
後方
支援

推進
（３）生活サービス産業
の育成

31 29
商店街にぎわい再生
プロジェクト推進事業

商店街 6 7 8 9 10 11 11
（３）生活サービス産業
の育成

32 30
外国人ウェルカム商
店街事業

推進 ― 検討 開始 拡充 推進 推進 推進
（３）生活サービス産業
の育成

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

33 32
地域のきずなづくり
推進プロジェクト

推進 推進 拡充 拡充 拡充 拡充 拡充 拡充
（１）コミュニティ活動の
支援

34 33
町会・自治会会館建
設等助成

件 47 4 7 4 5 5 5
（２）コミュニティ施設の
充実

35
区民センターの整備
（桐ケ丘地区）

か所 検討 検討
（２）コミュニティ施設の
充実

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

36
地域で受け継ぐ文
化芸術の創造

百万円 検討 2 2 5 8 8 8
（１）個性豊かな文化の
創造と発信

37 34
文化芸術の「卵」育
成事業

百万円 検討 4 5 5 11 11 計29
（１）個性豊かな文化の
創造と発信

38 北とぴあの改修 百万円 － － － － － － －
（１）個性豊かな文化の
創造と発信

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

39 35
来たKITAオリパラプ
ロジェクト

開始 拡充 拡充 拡充 拡充 拡充 拡充 （２）学習機会の拡充

40 36
放課後子ども総合プラ
ンの推進

校 10 15 19 24 29 34 26 （３）学習成果の活用

２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり １　地域産業の活性化

２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり ３　個性豊かな地域文化の創造

２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり ４　生涯学習の推進

２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり ２　コミュニティ活動の活性化
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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

41
桐ケ丘体育館の改
築

か所 検討 検討 検討 検討 検討 検討 検討
（１）身近なスポーツの
場の整備

42
(仮称)赤羽体育館の
建設

か所
工事
着手

工事
継続

工事継続
完成開設 完成･開設

（１）身近なスポーツの
場の整備

43 37
東京オリンピック･パラ
リンピックに向けたバ
リアフリー整備

か所 0 2 2 2 2 整備･完了
（１）身近なスポーツの
場の整備

44 38
「トップアスリートの
まち・北区」PRプロ
ジェクト

推進 推進 推進 推進 拡充 拡充 推進
（１）身近なスポーツの
場の整備

45 39
総合型地域スポー
ツクラブの設立

か所 1 0 0 1 検討 検討 2 （２）参加機会の拡充

46 40
障害者スポーツ交
流イベント

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （２）参加機会の拡充

47 41
2020チャレンジアカ
デミー

モデル
実施

推進 推進 推進 推進 推進 推進 （２）参加機会の拡充

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

48 43
確かな学力向上プ
ロジェクト

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（１）社会の変化に対応
する学校教育の推進

49 44
健やかな体育育成
プロジェクト

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（１）社会の変化に対応
する学校教育の推進

50 45
グローバル人材育
成プロジェクト

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（１）社会の変化に対応
する学校教育の推進

51
特別支援教室の充
実

校 15 25 29 35 35 35 35
（１）社会の変化に対応
する学校教育の推進

52
サブファミリーによる特
色ある教育の推進

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（１）社会の変化に対応
する学校教育の推進

53 小中一貫校の検討 検討 検討 検討 検討 検討 検討 検討
（１）社会の変化に対応
する学校教育の推進

54 48
区立認定こども園の
設置

検討 検討 準備 1 検討
開設
準備

モデル
設置

（１）社会の変化に対応
する学校教育の推進

55 49
ICTを活用した教育
の充実

推進 推進 推進 推進 推進 推進 拡充 （２）教育環境の整備

56 50 学校の改築 校 8 1 2 1 4 （２）教育環境の整備

57 51
リフレッシュ改修工
事の推進

校 1・工
事継続

3 1 2 6 （２）教育環境の整備

58 52
小学校の適正配置
の推進

SFB 1 協議 1 2 協議 協議 5 （２）教育環境の整備

59
（仮称）教育総合セ
ンターの設置

検討 暫定設置暫定設置暫定設置
検討

(見込）
暫定設置

検討
(見込）
暫定設置

検討 （２）教育環境の整備

60 53
家庭教育力向上プ
ログラム

－
モデル
実施

拡充 拡充 推進 推進 拡充
（３）学校・家庭・地域社
会の連携の推進

61 58
コミュニティ・スクー
ルの推進

校 3 3 3 3 4 4 4
（４）地域に開かれた学
校づくり

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

62 59
地域における国際
交流の推進

検討 開始 推進 推進 推進 推進 推進
（２）地域における国際
交流の推進

２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり ５　生涯スポーツの推進

２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり ６　未来を担う人づくり

２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり ７　グローバル時代のまちづくり
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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

63
北区配偶者暴力
相談支援センターの設
置

単位
なし

検討
検討・
整備

設置 設置
（２）男女共同参画の推
進

64 56
ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業認定事業

社 1 3 1 5 4 3 11
（３）男女の仕事と家庭
の両立支援

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

65
消費者教育の推
進

検討 推進 推進 推進 推進 推進 拡充 （１）消費者の自立支援

２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり ９　主体的な消費生活の推進

２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり ８　男女共同参画社会の実現
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作成日

コード基本施策 （１）新たな産業の展開 ０２０１０１

単位施策

①地域産業を支える産業施策の推進

②創業及び雇用の促進

③北区の魅力を生かした観光の推進

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 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 １　地域産業の活性化

意図

①区内企業の継続的な発展を図る
②区内の起業やコミュニティビジネスを支援し開業率を高める。若者･女性･高齢者の求職者と区内中小
企業のミスマッチの解消を図る
③行政･事業者･区民が一体となり、観光事業を戦略的、効果的に推進する

結果
①産業の活性化を図ることでまちのにぎわいや雇用の創出につながる
②区内の開業率が高くなる。地域内雇用の促進を図る
③定住人口及び北区への来街者が増加している

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

若者・女性・高齢者の活躍応援プログラム：関係団体と連携して女性やシニア向けの就職支援事業につ
いて開催回数・内容の充実を図った。
コミュニティビジネスの推進：平成29年度からコミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業を開始した。
（仮称）北区観光協会の設立：平成29年１月に「一般社団法人東京北区観光協会」が設立された。
鉄道のまち北区プロジェクト：北区鉄道Viewマップ・親子おさんぽマップの配布、動画配信サービス等を実
施した。
千客万来　外国人向け観光情報発信事業：Wi-Fiの整備、外国人旅行者向け北区観光ガイドマップの作
成・区外及び海外での配布等を実施した。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）新たな産業の展開

対象
①区内中小企業
②区内の創業希望者（コミュニティビジネス含む）、区内の中小企業及び求職者
③区内への来街者

施策評価
担当部局

地域振興部 施策所管課 産業振興課

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

①設備投資意欲の減少により融資あっせん件数は減少傾向となっている。また、区内中小企業の課題解
決の支援を行うワンストップ相談窓口の相談件数は、一定の水準で推移している。
②（創業）起業セミナーの参加者数やネスト赤羽の相談件数、コミュニティビジネスセミナー参加者数は、
年度により変動があるが、平成31年度末の目標達成に向けて推移している。
（就労）関係団体との連携強化など事業内容を工夫し、事業の効率化と成果につながる取組を推進。
③北区観光ホームページアクセス回数については、目標値を300,000回から350,000回に増加させる。北
区観光ガイドマップ配布数（印刷数）については、28年度に達成後、横ばいを維持する。北区観光ボラン
ティアガイドについては、30年度に新規募集予定。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

①ワンストップ相談窓口による支援により、国や東京都の補助金を獲得した区内中小企業も現れた。
②（創業）区のセミナーや相談等の支援を受け創業した人数は、「北区創業支援計画」の策定以来増加。
コミュニティビジネスについては、チャレンジショップ事業、セミナーから創業に結びついた実績が現れた。
（就労）平成29年度以降、関係団体との連携により女性やシニア向けの就労支援事業を充実させてきた
ことから、セミナーの参加者数が拡大している。
③ホームページアクセス回数の増加等によって観光ボランティアガイド利用者数が増加したため、目標値
を1,000人から1,200人へ拡大。区内主要観光施設の入込客数についても、日本人・外国人ともに増加。
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区

都

国

その他

①中小企業白書では、中小企業の景況感は改善傾向にある
一方で、大企業との生産性格差が拡大していることから、生
産性向上につながる前向きな投資やIT導入等をより一層促
進する必要があるとしている。また、小規模事業者へ施策を
浸透させるうえでは、支援機関による伴走型支援や支援機関
同士の連携が重要としている。
②（創業）産業競争力強化法が平成30年7月に改正され、創
業関心者が少ないという課題の解消のため、市町村が策定
する「創業支援事業計画」の対象に、創業の普及啓発の取組
みが追加された。
③観光ビジョンの策定と日本版DMOの推進、公共空間や公
共施設の活用の促進を掲げる。

①景気動向、経営環境の変化にも対応しつつ、中
小企業の生産性向上や高付加価値化につながる支
援や相談体制の充実を図る。
②（創業）現状の創業希望者への直接的な創業支
援に加え、創業に関する普及啓発への取組みが必
要となる。
（就労）同種の事業を行うハローワークや東京しごと
財団との連携を強化していく。
③公民連携による魅力発信の推進、外国人旅行者
への魅力発信の強化が必要となる。

　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平成30年3月に策定した「北区産業活性化ビジョン2018」で
は、北区産業の将来像として、「多様な人材が集まり育ち、さ
らなる価値と魅力を創出する　挑戦都市　東京北区」を掲げて
いる。
②（創業）平成27年5月に「北区創業支援事業計画を策定」
し、商工会議所北支部、地域金融機関などと連携して創業支
援事業を推進している。
（就労）雇用情勢の変化を踏まえ、就労推進型の事業から転
換が必要となってきている。
③「北区観光振興プラン後期計画」を平成30年3月に策定

①中小企業の生産性向上や製品等の高付加価値
化のための効果的な支援や相談体制の充実などの
検討が必要となる。
②（創業）国は開業率10％というKPIの達成に向け
て、支援対象を拡大し創業を促進させる動きとなっ
ている。合せて区も状況に応じた支援策の検討が
必要となる。
（就労）「北区ジョブトライ事業」及び「女性の再就職・
介護職就職支援事業」の財源となっている都の補
助制度が平成31年度で終了することが示されたた
め、平成32年度以降の事業について、あり方を含め
て再検討する必要がある。
③観光をめぐる地域間競争が激化し、訪日外国人
旅行者への対応が必要となる。

①中小企業融資制度の拡充、経営者保証要件の緩和、事業
承継に関する融資対象が拡充された。
②（創業）東京の開業率を高めるため、ワンストップ創業支援
拠点として29年1月に「TOKYO創業ステーション」が開設され
た。
（就労）これまでの雇用就業支援に加えて、女性の活躍推進
や働き方改革の視点を加えた取組みに再構築した。
③「東京都観光産業振興実行プラン2018」の策定、外国人旅
行者の受入環境の向上、東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の開催が予定されている。

①ワンストップ相談窓口については、専用回線の設置、チラシの作成など周知を図るとともに、相談員間の意見交換と情報
共有を積極的に行った。その結果、各専門家（相談員）が連携した支援に結びついている。資金調達支援については、融資
限度額の拡充、東京都制度との併用開始による利子補給の上乗せ、利用実態に即した融資メニューの整理などを行い、中
小企業者の円滑な資金調達支援を強化した。
②（創業）産業競争力強化法に基づき、平成27年度に「北区創業支援事業計画」を策定し、区内の創業支援機関と連携し、
効果的な創業支援に努めている。その結果、支援を受けたことによる創業者は増加している。一方、コミュニティビジネスに
ついては、創業に至る実績がまだ乏しく、区民のコミュニティビジネスに対する関心を高める必要がある。
（就労）就労支援事業については、一定の成果を上げているが、求人倍率が高まり失業率が低下する現状において、緊急雇
用対策として実施してきた事業については見直しの時期にきている。
③平成27年３月策定の「北区観光振興プラン」を指針として、観光振興施策を効果的に実施してきた。今後は、平成30年3月
策定の「北区観光振興プラン後期計画」に掲げた重点戦略に基づき、観光協会と連携して観光振興施策の推進を図る。

２　施策の見直し

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

29年度 健康づくりに関する意識・意向調査 28年度 北区産業活性化ビジョン基礎調査

単位施策 ③北区の魅力を生かした観光の推進

施策の方向
についての

妥当性

訪日外国人旅行者数の増加などの北区観光を取り巻く状況の変化を踏まえ、北区ならではの観光資源
の認知度向上や、回遊行動を誘発する観光のコンテンツの魅力向上、観光協会をはじめとするさまざま
な主体との連携によるさらなる魅力発信に重点的に取り組んでいくことが求められる。

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 ②創業及び雇用の促進

施策の方向
についての

妥当性

（創業）創業相談件数、起業セミナーの参加者数は一定の水準にある。今後は、創業の成長段階に応じ
た効果的な支援や多様な創業ニーズなどに対応するため、現在の施策の推進・強化とネスト赤羽のあり
方などの検討を進める必要がある。
（就労）区内中小企業の労働力確保が今後の課題となるが、ハローワークや東京しごと財団との連携を
強化し、より効率的・効果的に事業を推進していく必要がある。

○女性が活躍する社会のための重点施策
「女性の就労の場や機会の拡大」（48.9％）
「女性の就労における相談体制の充実」（21.7％）
○産業活性化のための重点施策
「地域資源を活用したビジネスやコミュニティビジネスを促す
ための支援」（23.2％）
「自ら事業を行おうとする人（起業家）への支援」（18.6％）
○観光振興のための重点施策
「広報誌やインターネットなどの様々な観光情報の発信」
（26.5％）
「ものづくり現場の見学・体験（伝統産業や工場など）」
（25.5％）

事業経営上の課題として、「従業員の高齢化」「価格競争の激
化」「受注の確保」「社員の確保」が回答の上位を占めている。
また、従業員平均年齢は約半数が50 歳以上、代表者年齢は
３割超が70 歳以上と高齢化が顕著となっていることから、事
業･技術の承継や人材不足、受注確保などが課題となってい
る。

　単位施策の検証

単位施策 ①地域産業を支える産業施策の推進

施策の方向
についての

妥当性

経済動向、経営環境の変化、国の動向に対応した利便性の高い相談体制の構築、融資制度の充実、関
係機関が連携した支援の推進が求められている。

②重点事業及びその理由

「ワンストップ相談窓口の強化」
中小企業に対する現状の相談支援は経営診断、資金繰り相談、経営指導などにとどまる。窓口のあり方については、売り上
げ拡大や販路開拓につながる具体的な支援を伴走型で行うｆ-Bｉｚ（エフビズ）モデル等の事例を参考に検討し、相談支援の
強化を図る。

　中長期的方針

人口減少による産業活力の低下や消費市場の縮小等、地域の経済状況に深刻な影響を及ぼすことが
懸念される。また、働き方の価値観の変化、先端技術の発達、グローバル化など、区内産業を取り巻く
環境が大きく変化しつつある。これら社会情勢の変化に対応し、地域経済のさらなる活性化を図るた
め、個々の事業者が持つ強みを生かし、より競争力のある技術や製品、独自のサービスを創出する取
組みを支援していく。さらにオリンピック以降の観光振興にも積極的に取り組んで行く。
これらを踏まえ「産業活性化ビジョン2018」の着実な推進を図っていく。

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

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

地域産業を支える産業施策の推進
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作成日

コード

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 １　地域産業の活性化

基本施策 （２）モノづくりの振興 ０２０１０２

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本施策 （２）モノづくりの振興

対象 区内ものづくり中小企業

意図 区内ものづくり中小企業の技術高度化・高付加価値化を推進する。

施策評価
担当部局

地域振興部 施策所管課 産業振興課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①技術の高度化

②地域･企業間等の多様な連携の促進

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

新製品・新技術開発支援事業や産学連携補助事業を中心とした補助金メニューにより、区内
中小企業の創造的な事業活動を促進し、新たな事業分野の開拓に向けた支援を推進すること
ができたと考える。
ワンストップ相談窓口の訪問件数が減少していることについては、意欲のある企業を中心に手
厚い支援を行うことを目標にしてきた結果であるが、今後はさらにより多くの企業を訪問して支
援施策を広めていくことが重要になってくると考える。

区内ものづくり中小企業の活性化には、新製品・新技術の開発、産学連携による企業のレベルアップ
や区内企業相互の連携を図ること等が重要である。今後も、相談体制の拡充などにより、製品の高付
加価値化や技術開発の推進に向けて、区内ものづくり中小企業を総合的に支援していく。

結果 区内ものづくり中小企業の発展、ものづくり都市としての認知が向上する。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

新製品・新技術開発支援事業は毎年安定した申請件数を保っている。
大学との連携事業においては、東洋大学をはじめとした大学のゼミ生によるプレゼン大会を
行った。
ワンストップ相談窓口としては、中小企業の相談、ニーズをワンストップで受け、技術相談員、
販路拡大コーディネーター、経営支援相談員につなげ、各相談員がお互いに連携を取りなが
ら、それぞれの得意分野を活かした具体的な助言を行い、相談者の課題解決を支援している。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

新製品・新技術開発支援、産学連携、経営相談窓口といった事業は、いずれも概ね計画どおり
に進められている。今後は、区の支援メニューを積極的に活用する意欲のある企業をより多く
発掘していくため、ワンストップ相談窓口を活用して幅広く支援施策のＰＲをしていき、より活用
を促していく必要がある。

 
-58-



区

都

国

その他

区内ものづくり中小企業に対して補助金や技術相談員・コー
ディネーターの専門的な相談窓口を通じて、それぞれの取組
みに対し支援を行っている。平成30年3月に策定した「産業活
性化ビジョン」では、今後、AI、ロボット、ＩｏＴなどの先端技術
の活用や、事業承継の支援、人材の確保への取組みを支援
していくことの重要性を提言している。

国は、新たな有望成長市場を創出するため、
AI、ロボット、IoTなどを活用する「第４次産業革
命」を推進している。第４次産業革命は、生産
性の向上や製品・サービス等の高付加価値
化、オープンイノベーションの実現などに向け、
大きな効果を生み出すものとして期待されてい
る。

東京都の「東京都産業振興基本戦略（2011-2020）」では、次
の３点がポイントとなっている。
①重点産業の育成と中小企業の参入促進
　 …新技術・新事業創出、重点産業への参入促進
②グローバル市場へのアプローチ
   …製品等の高付加価値化・国際競争力の強化
③産業集積の維持・発展
　 …立地環境整備等による産業集積の維持・促進

経済産業省の「2018年版ものづくり白書」では、次の２点がポ
イントになっている。
①Connected Industriesの推進
　…データを介し、機械、技術、人などをつなげ、新たな付加
価値の創出と社会課題の解決を目指す
②「現場力」の再構築と、それを実現する「経営力」
　…質の高い現場データの取得、職人技の体系化、暗黙知の
形式知化により、データを資産化する

意欲ある事業者の交流・取組みを推進し、北
区産業のけん引役となるリーダー、グループの
育成を図るなど、活性化に向けた取組みを推
進する。
区内事業者や企業の分野を横断した交流・連
携などを通じて、新分野への事業展開、製品・
技術の高付加価値化やイノベーションなどを促
進する。

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

　区民ニーズ

28年度
北区産業活性化ビジョン基礎調査・製造
業アンケート

29年度 2017年度版中小企業白書（中小企業庁）

事業経営上の課題として、「従業員の高齢化」、「価格競争の
激化」、「受注の確保」、「社員の確保」が回答の上位を占め
ていた。企業間交流については６割、産学連携は４割、IoTの
活用については４割の事業者が関心を示している。

新市場開拓や新製品開発、多角化や事業転換などの新事業
展開に取り組んでいる企業は、取り組んでいない企業に比べ
て、経常利益率が増加する傾向にあるとしているため、事業
の発展を図るうえで新製品開発支援や新事業への展開は重
要な要素となっている。

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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単位施策
②地域・企業間等の多様な連携の促進　（⇒ものづくり人材・企業の育成/ものづくりのＰＲ・ブラ
ンド力の強化　※２つの単位施策への再編を検討）

施策の方向
についての

妥当性

企業間交流の推進などの取組みを通じて、地域産業をけん引し、意欲的な取組みを行うリーディング企
業の育成を推進する。
産業・経済団体などとの連携を強化し、区内企業の強みを引き出すきめ細やかな相談支援の充実を図
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技術の高度化（⇒ものづくりイノベーションの推進　※単位施策名変更を検討）

施策の方向
についての

妥当性

ＡＩ・ロボット・ＩｏＴなどの先端技術の活用や、新たな事業展開に向けた企業の取組みを支援することで、も
のづくり企業の競争力強化を図る。
産学連携や企業間の連携を促進することで、製品の高付加価値化や技術の開発を推進する。

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

　中長期的方針

先端技術を活用した生産性の向上や新製品・新技術の開発に加え、企業間連携の活発化や産学連携
など、企業の高付加価値化に向けた取組みを推進する。また、北区産業をけん引するリーディング企業
の育成や、事業承継・人材不足への対応、区内企業がもつ優れた製品や技術を効果的に発信し、ブラ
ンド力の強化を図る。

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

ものづくりイノベーションの推進

②重点事業及びその理由

「ＡＩ・ロボット・IoＴ等先端技術活用支援セミナー、新製品・新技術開発支援事業、産学連携事業」
AI・ロボット・IoTなどを活用する「第４次産業革命」は、生産性の向上や製品・サービス等の高付加価値化、オー
プンイノベーションの実現などに向け、大きな効果を生み出すものと期待されている。国内需要の縮小やグロー
バル経済が進行する中、区内企業の競争力強化に向け、製品の高付加価値化や生産性の向上を図る必要性
が増しており、区内企業の新たな事業展開に向けた積極的な取組みを促進する必要がある。
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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

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （３）生活サービス産業の育成

対象 区内で商いを行う個店及び商店街

③地域に根ざした商業振興

施策評価
担当部局

地域振興部 施策所管課 産業振興課

政　　策 １　地域産業の活性化

基本施策 （３）生活サービス産業の育成 ０２０１０３

単位施策

①人材を生かした個店づくり

②活気あふれる商店街づくり

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

計画事業に基づいて、いずれの目的も概ね目標を達成しているが、商店街を取り巻く環境は厳
しくなっており、新たな事業に積極的に取り組む意欲のある商店街が乏しいことが今後の目標
達成のうえで懸案事項である。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

生活サービス産業の育成に向けて、個店及び商店街への支援を継続的に行っているが、結果
的に商店街数が減少傾向にあることは今後の大きな課題である。
まちなかゼミナールは毎年順調に参加個店数が増加しており、人材を生かした個店づくりとし
てとても有効であったと考える。

商店街を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いているが、「地域コミュニティの核」として商店街
が果たす役割・機能は地域社会から期待されており、区民が集い、にぎわう生活の場となることの必要
性は高い。区が、商店街、個店の活性化を支援し、魅力ある商店街・個店づくりを進めることは重要で
ある。

意図
商店街の地域の暮らしを支える貢献団体としての機能を高めるとともに、商店街のイベントやにぎわい再
生、同業種団体や個店経営者・若手経営者グループへの支援を行う。

結果 魅力ある個店及び活気ある商店街がつくられ、まちが活性化する。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

北区街なかゼミナール、商店街にぎわい再生プロジェクト推進事業、外国人ウェルカム商店街
事業
３つの計画事業はいずれも順調に進められている。ただし、にぎわい再生プロジェクト推進事業
については今後実施する商店街が減少していくおそれがある。なお、まちなかゼミナールにつ
いては平成31年度以降はまちなかゼミナール実行委員会に運営を移行する予定である。
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区

都

国

その他

　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

商店街や個店に対して商業振興策のメニューを示し、それぞ
れの取組みに対して補助を行っている。ただし、平成30年3月
に策定した「産業活性化ビジョン」では、これまでの単独の商
店街への支援だけでは効果が限定的であり、商店街を構成
する個店の魅力を高め、経営基盤を安定化させる取組みが
重要と提言している。 商店街の衰退傾向が続いている中、意欲を

持って活性化に取り組む商店街とそうでない商
店街との開きが今後一層顕著になるものと予
想される。したがって、意欲ある商店街への支
援メニューの充実と、意欲に乏しい商店街への
動機づけをどのように行うかの工夫が求めら
れる。

平成24年3月の「東京都産業振興基本戦略」（2011-2020）で
は、区市町村や商店街と緊密に連携しながら、今後も、防
犯、防災、環境対策など、東京が直面する重要な課題の解決
に結び付く取組みを含め、商店街が地域コミュニティの中で適
切にその役割を担うことができるよう、その意欲あふれる多様
な取組みを支援し、効果的な振興策の実現を図っていくとして
いる。

２　施策の見直し

日常の買い物を主にスーパーやコンビニエンスストアで行
い、インターネット通販なども利用する傾向が顕著になり、商
店街の利用は相対的に少なくなっている。一方、「地元商店
街に協力したい」「なるべく地元で買い物したい」といった回答
が約６割いることから、消費者ニーズに応じた商店街づくりに
取り組むことで、にぎわいを再生できる可能性を指摘してい
る。

商店会が抱える現在の課題として、「個店の後継者問題」「商
店会組織の人材問題」「来街者の減少」「会員の意欲の低下」
が回答の上位を占めていた。

平成29年6月の「中小企業政策審議会中小企業経営支援分
科会中間整理」では、商店街にとっての主な課題として、経営
者の高齢化による後継者がいない、集客力が高い店舗が少
ないといったことを挙げている。(株)全国商店街支援センター
（※）では、平成21年以来、人材育成やビジョン・プランの策定
について、専門家派遣による約 2,200 商店街の支援実績が
あり、商店街振興組合、商工会・商工会議所、市町村に加え
て、全国商店街支援センターの過去の支援ノウハウ等を活用
しつつ、連携して対応し、必要により他の支援機関にとりつな
ぐとしている。
※　地域でがんばる商店街をサポートする国の政策の一翼を
担う支援機関

商店街がまちづくりや地域おこしに貢献してい
る点を重視し、意欲ある商店街が地域コミュニ
ティの中で適切にその役割を担うことができる
よう商店街を構成する個店の魅力づくりや商店
街内外の人材、ＮＰＯ、関係団体などとの連携
による取組みを推進していく必要がある。

①「みやのかわ商店街振興組合（埼玉県秩父市）」
消費者の生活行動が夜型に移行していることに着目し、30年
前からナイトバザールを開催し続けている。 天候に関わらず
毎回開催し継続することで、地域に定着するとともに、毎回が
１回目のつもりで企画を練ることで消費者を飽きさせない工夫
を行っている。
②「戸越銀座商店街連合会（品川区）」
全国各地の商店街で実施されている商店街ブランドや一店
逸品事業の先駆けである「とごしぎんざブランド事業」や産学
連携の成功事例として注目されている「戸越銀座コロッケプロ
モーション事業」などにより商店街を活性化させている。

　区民ニーズ

28年度
北区産業活性化ビジョン基礎調査
消費者（区民）アンケート

28年度
北区産業活性化ビジョン基礎調査
商店街アンケート

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 ②活気あふれる商店街づくり（⇒商店街の新たな魅力づくりの推進　※単位施策名変更検討）

施策の方向
についての

妥当性

活気あふれる商店街づくりのために空き店舗への誘致及び各種商店街支援は引き続き推進するととも
に、商店街の核となる個店・人材の育成支援や地域・学生等との連携による新たな魅力づくりに取り組む
必要がある。

　単位施策の検証

単位施策 ①人材を生かした個店づくり（⇒魅力ある個店づくりの支援　※単位施策名変更検討）

施策の方向
についての

妥当性

人材を生かした個店づくりのために個店同士の連携や個店のファン獲得につながる意欲的な取組みを促
進する必要がある。

②重点事業及びその理由

「個店連携支援事業・商店街若手支援事業・商店街ステップアップ事業」
インターネット購買の普及や後継者不足、高齢化による担い手不足など商店街を取り巻く環境は厳しくなってお
り、これまでの単独の商店街への支援だけでは、効果が限定的になりつつある。商店街を構成する意欲ある個
店の活性化に向けて、個店の魅力づくりに向けた意欲的な取組みを支援していく必要がある。

　中長期的方針

商店街を構成する意欲ある個店の魅力を高め、経営基盤を安定化させる取組みを進める。また、魅力
ある個店が集まる商店街を含む地域全体で、魅力あるまちづくりを推進する。さらに、区民生活の利便
性の向上につながる生活に密着したサービス産業等の振興・支援を図る。

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

魅力ある個店づくりの支援

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地域に根ざした商業振興（⇒区民生活を支える産業の振興　※単位施策名変更検討）

施策の方向
についての

妥当性

地域に根差した商業振興のために商店街への支援及び大学と商店街との連携による商店街の新たな魅
力づくりなど教育機関との連携は引き続き推進していく必要がある。
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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

子ども未来部 施策所管課 男女いきいき推進課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①勤労者が安心して働ける環境整備

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 １　地域産業の活性化

基本施策 （４）勤労者の働きやすい環境づくり ０２０１０４

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

今後は、東京商工会議所北支部や北産業連合会、王子法人会などの商工団体ともさらに連携
し、区内事業者のワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む必要がある。

ワーク・ライフ・バランス推進企業認定及びワーク・ライフ・バランス推進アドバイザー派遣については、
継続的に取り組むべき事業であるが、応募企業が少ない年もあり、周知やＰＲにさらに工夫が必要であ
る。
また、国が実施している「女性の活躍推進企業データベース」による情報発信を活用するなどして、ワー
クライフバランスに対する企業の取り組みが、企業のイメージアップ、優秀な人材の確保、働き方改革
の推進、従業員の職場定着率の向上などに結びつく経営戦略であることの意識付けを行っていく必要
がある。

結果 男女とも仕事も家庭生活においても充実した生活を送ることができる

　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）

ワーク・ライフ・バランス推進企業認定については、複数年で見ると目標数は維持している状況
である。一方で、ワーク・ライフ・バランス推進アドバイザー派遣については、目標数に達してい
ない。これは既に顧問契約を結んでいる社労士がいたり、アドバイスを受けることにより以降の
顧問契約を余儀なくされるのでは？という疑念が影響していると考えられる。事業者の取り組
みを促すための実効性のある事業となるよう見直しが必要である。

基本施策 （４）勤労者の働きやすい環境づくり

対象 様々な仕事に就いている男性及び女性

意図 仕事と家庭生活がバランスよく両立されている
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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

　区民ニーズ

29年度 仕事と生活の調和レポート２０１７ 28年度 北区民意識・意向調査

男女が共に仕事と子育てを両立できる環境の整備に
向けて、多様で柔軟な働き方を可能とする環境整備が
必要である。

女性が活躍する社会のための重点施策の質問の中
で、複数回答において、ワーク・ライフ・バランスを推進
する企業への支援が15.7%、ワーク・ライフ・バランスに
関する情報提供が8.5%、ワーク・ライフ・バランスに関す
る相談体制の充実は5.5%となっている。

北区男女共同参画条例の理念の１つとして「家庭生活と社会
的活動との均衡と調和のとれた生活を営むことができること」
を挙げている。
また、北区男女参画行動計画（アゼリアプラン）の目標の一つ
に「仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会」を置いてお
り、それに基づいて施策を実施している。

ワーク・ライフ・バランスに対する認知度が高
まっているが、国の働き方改革や女性の活躍
推進法を受けた見直しなどが必要となる。東京都は、平成24年3月に改定された「男女平等参画のため

の東京都行動計画」で仕事と家庭・地域生活の調和がとれた
生活の実現を重点課題として掲げ、その推進に取組んでい
る。
一例として、ライフ・ワーク・バランスの推進として、企業向け
の実践プログラムの提供、経済的支援としての中小企業支援
助成金事業、相談援助としてのコンサルタントによる助言指
導などがある。

国は、平成19年に策定された「仕事と生活の調和憲章」や「仕
事と生活の調和推進のための行動指針」を平成22年に見直
し、仕事と生活の両立支援と併せて社会と家庭双方における
男女共同参画が必要と明示している。 認定企業に応募する際の対象企業を拡大した

り、認定企業になるメリットを訴えていくなど、
ワーク・ライフ・バランス推進に向けた気運の醸
成を図る。

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

　中長期的方針

北区男女共同参画行動計画はもとより、国及び東京都の計画においても「仕事と生活の調和」（ワー
ク・ライフ・バランス）は取り上げられており、北区でも今後も引き続き取り組むべき大きな課題と認識し
ている。なお、企業への働きかけについては、企業の地域的な特徴を踏まえて効果的な施策をさらに検
討していく必要がある。

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

勤労者が安心して働ける環境整備

②重点事業及びその理由

ワークライフバランスの必要性や認定企業の広報等、引き続き普及啓発を行っていくが、女性の活躍推進に取り
組む企業の奨励のあり方も検討する。なお、アドバイザーの派遣については廃止を含めて今後見直しを進める。

単位施策 ①勤労者が安心して働ける環境整備

施策の方向
についての

妥当性

ワーク・ライフ・バランスの認知度は広がっているが、中小企業の取り組みを推進するため、引き続き周知
を図るとともに、啓発活動に取り組む必要がある。アドバイザーの派遣については廃止を含めて今後見直
しが必要。

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

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）コミュニティ活動の支援

対象 地域活動に参加することができる区民・NPO・ボランティア団体

③協働推進体制の充実

施策評価
担当部局

地域振興部 施策所管課 地域振興課

政　　策 ２　コミュニティ活動の活性化

基本施策 （１）コミュニティ活動の支援 ０２０２０１

単位施策

①地域活動・交流の促進

②様々な活動主体による連携・協力への支援

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

地域振興室ごとに地域の活動団体が集まり意見交換や情報交換をする場としての円卓会議の
開催、町会自治会向けの講座、地域の愛着醸成を目的とした講演会等を概ね計画どおり行っ
ている。
北区NPO・ボランティアぷらざが地域団体と町会・自治会等の地域をつなぐコーディネート役と
なる必要があるが、現在はぷらざからの発信事業は多くあるが、地域を結ぶコーディネートの
役割は達成できていない。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

各地域振興室の円卓会議は現在北区内１９地区の内、１４地区での開催が見込まれ順調に推
移している。講座、講演会も当初計画より多い参加人数となっている。
一方、町会自治会向けにIT支援講座等の具体的な町会支援講座を行ってきてはいるが、地域
活動の活性化、若年層や団塊の世代の加入促進には至っていない。

（仮称）北区の日記念事業に変わるものとして、ふるさと北区区民まつりのある１０月を「北区きずなづく
り月間」と称して、記念シンポジウムを開催してきた。各地域振興室で行われる地域円卓会議も開催場
所が増えてきており、地域への一定の愛着醸成につながっている。町会自治会への加入促進のを目的
とした講座も開催しており、団塊の世代を含め一定の参加者があるが、実際の加入促進までは至って
いないのが現状である。

意図 区民一人ひとりが地域への愛着を深め、相互のきずなをより確かなものにする。

結果 地域に関心が向く区民が増え、地域コミュニティ活動が活性化する。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

地域のきずなづくり推進プロジェクト
「北区の自治意識や各地域における人と人とのつながりを再認識し、北区への愛着を深めるた
めに」各地域振興室での円卓会議の開催、町会自治会向けのIT化支援講座や町会運営ノウ
ハウの講座等を開催している。
ふるさと北区区民まつりのある１０月を「北区きずなづくり月間」と称して、記念講演会等も行っ
ている。
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区

都

国

その他

　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

地域振興室で行われている地域円卓会議は、地域団体同士
が交流を持つことができ、地域の課題共有や情報交換ができ
る。
北区NPO・ボランティアぷらざは、各種研修や講座を開催し、
地域のまちづくりの担い手となる個人や団体の支援を行って
いる。

各種研修、講座を定期的に開催することで、団
塊の世代が徐々に地域活動に関心を持ち、担
い手として活動する人が増える。
地域で活動するNPO団体等が円卓会議に参
加し、町会と支援体制を作り地域の活性化の
一助となる。
地域力向上のために、都の支援制度が強化さ
れることが予測される。町会・自治会において
は制度の理解が徐々に広がり、活用が促進さ
れていく。

地域力向上のため「地域の底力発展事業助成」を実施し、町
会・自治会が主体となり、公共的な課題を解決する取組みに
ついて支援を行っている。また、民間の業務経験やスキルを
活かした「地域の課題解決プロボノプロジェクト」や、専門講師
を派遣する「地域活動支援アドバイザー派遣」（北区内の町
会・自治会も利用）など町会・自治会を支援する新しい
取組みも進められている。

２　施策の見直し

区への愛着度
「愛着を感じる」（42.8％）
「どちらかを言うと愛着を感じる」（35.6％）
約８割が愛着がある。

未加入対策で力を入れるべき対象は「集合住宅居住
者」が６割近く。
現町会・自治会会長の年齢は70歳が５割超え（平成26
年１月1日現在）
高齢化による役員不足

当初、NPO法人は国税庁が認定していたが、特定非営利活
動促進法の改正（平成24年4月1日施行）により、認定機関が
都道府県へ移管。NPO法人の認定基準も大幅に緩和される
など、制度の見直しが行われ、地域の担い手となりうるNPO
法人の設立への支援拡大が図られた。

団塊の世代が少しずつではあるが、地域の担
い手として活動していき、地域の問題を地域の
皆で考えることができるようになる。
区としては、地域力をつける講座、講演会を定
期的に続けるとともに、各地域振興室では地
域で活動する方々が一堂に集まることのでき
る円卓会議としての場の提供を続けていく。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 26年度 地域課題実態調査

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 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様々な活動主体による連携・協力への支援

施策の方向
についての

妥当性

地域活動拠点としての地域振興室の役割は大きく、地域円卓会議等を通して地域の団体同士が知り合う
ことができる。北区NPO・ボランティアぷらざに関しても既存の団体はもとより、新規団体の立ち上げ支
援、日常的な相談、地域のボランティア募集のコーディネーターとしての役割を担えることから、方向性は
妥当である。

　単位施策の検証

単位施策 ①地域活動・交流の促進

施策の方向
についての

妥当性

各地域での活動団体が一堂に会する地域円卓会議は、その地域性を活かした内容で話し合いが行われ
ている。講座、講演会についても、その時代のニーズに応じて効果の高い内容を選択する必要はある
が、方向性については妥当である。

②重点事業及びその理由

「地域のきずなづくり推進プロジェクト」
地域への愛着醸成と地域コミュニティの関心を高め、新たな担い手育成の為に講演会・講座を開催。
地域活動拠点としての地域振興室の総合調整機能の充実及び北区NPO・ボランティアぷらざの機能強化。

　中長期的方針

町会・自治会やNPO・ボランティア団体などが連携、協力をしていくことで、住みよいまちづくりに主体的
に取り組める組織強化を推進し、地域コミュニティ活動を活性化し、区民一人ひとりが地域への愛着を
深め、相互のきずなを確かなものにする。

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

地域活動・交流の促進

様々な活動主体による連携・協力への支援

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 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協働推進体制の充実

施策の方向
についての

妥当性

地域課題を解決するためには、区の施策だけでは難しく、地域活動団体のノウハウや先駆性を必要とす
る。その地域活動団体を日常的に支援している北区NPO・ボランティアぷらざの機能の充実は必要であ
り、方向性は妥当である。
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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

地域振興部 施策所管課 地域振興課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①コミュニティ活動の場の整備

②区民主体の施設運営の推進

③施設の適正な配置と維持・管理の推進

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ２　コミュニティ活動の活性化

基本施策 （２）コミュニティ施設の充実 ０２０２０２

基本施策の
成果指標

（アウトカム）
各ふれあい館の貸出施設においては、利用率は概ね横ばいである。

なでしこ小学校（志茂ふれあい館併設）の地域開放スペースにより、新たなコミュニティの創設が期待さ
れる一方、高齢化による施設管理の担い手不足や利用者ニーズとのギャップによる利用者減少が懸念
される。
現状までの利用状況及び施設の管理状況等を踏まえ、区民センターの整備（桐ケ丘地区）後期計画事
業（１カ所整備）に生かしていく。

結果 施設の適正な維持・管理、運営により、地域コミュニティ活動が活性化する

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

桐ケ丘地区における区民センターの整備計画は、都営桐ケ丘団地再生計画の遅延により具体
的な検討に至っていない。計画予定地は示され、地権者（商店街）の移転先の調整中である。
政策経営部（企画課、経営改革・公共施設再配置推進担当課）まちづくり推進課との協議が必
須である。施設の管理状況（利用状況・老朽化）の把握に努めている。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

①学校施設などの公共施設の地域開放を「なでしこ小学校（志茂ふれあい館併設）」の整備に
より達成済みである。
②高齢化に伴う担い手不足による自主管理（指定管理）の返上により、平成３０年６月時点で
は目標値より減少している（堀船ふれあい館直営化）。
③現状の各施設の建物等劣化状況の確認を行うとともに、平成３０年度設置の区民施設あり
方検討会において検討していく。本来、全庁合意形成による推進が望ましい。

基本施策 （２）コミュニティ施設の充実

対象 区民（団塊の世代、子育てファミリー層、若年層）

意図 区民による自主管理の推進などにより、区民に身近な活動の場を確保する
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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

　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

「公共施設の建替えや改修工事、施設の管理運営面
で、民間のノウハウや資金を活用することで、区が税金
で負担する施設にかかる経費を削減する」（43.7%）

「公共施設に対する区民の新たなニーズへは、新しい
施設を建てず、今ある施設の用途を変更して対応する
ことで、施設の建設経費を削減する」（38.7%）

桐ケ丘地区の区民センター整備に向けて、地域の意見等を
踏まえ、地域の実情に即した施設となるよう検討を進めてい
く。
なお、主な要望としては和室より洋間を求める声や、トイレの
洋式化を求める声等が、各施設の高齢者から寄せられてい
る。

高齢化に伴う対策は引き続き課題であるが、
現行の８０歳代と６０歳代では全く趣味や嗜好
が異なる。例えば、現在の８０歳がカラオケ・囲
碁、将棋、踊り、歌などを好むことに対し、６０
歳はインターネット、旅行など単独行動が多く、
同じ集いに参加しない傾向がある。
現状の要望に応える施設とした場合、用途変
更や改修経費が必要となる。
また、子育て世代から利用を希望する声も出
てきており、高齢者だけでなく多世代への利用
について十分に考察する必要がある。

利用者や地域からの意見収集を行い、施設利
用用途の精査を行うために、庁内で検討を行
い、ニーズに合った施設を考案する。

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コミュニティ活動の場の整備

施策の方向
についての

妥当性

地域に見合った施設とすることで、利用状況の向上につながり、地域コミュニティの支援につながる。
施設の管理運営に関しては、地域住民等との協議、所管課間での調整が必要となる。

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）

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

施設の適正な配置と維持・管理の推進

②重点事業及びその理由

（仮称）区民施設長寿命化計画の策定など
地域に見合った施設とするために、利用者ニーズの把握に努め、５年、１０年、２０年先を見据えた施設としての
あり方を検討していく。

単位施策 ③施設の適正な配置と維持・管理の推進

施策の方向
についての

妥当性

高齢者のニーズだけではなく、今後の５年、１０年、２０年先を見据えた施設としてのあり方を検討していく
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区民主体の施設運営の推進

施策の方向
についての

妥当性

区民に身近な施設をめざした、地域住民の自主管理による運営においては、運用が統一されておらず、
独自ルール等が多数存在し、利用者に不利益な事象が起こった場合など、利用者の混乱につながる。柔
軟な対応は認める前提において、一定のルールを確保していくことは必要である。

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）

　中長期的方針

地域に見合った施設とするために、利用者ニーズの把握に努め、５年、１０年、２０年先を見据えた施設
としてのあり方を検討していく。
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作成日

コード

政　　策 ３　個性豊かな地域文化の創造

基本施策 （１）個性豊かな文化の創造と発信 ０２０３０１

単位施策

①地域の個性を生かした文化芸術の創造

②北区らしい文化芸術活動の発展・支援

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 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

意図
北区に根ざした生活や産業、伝統により育まれた貴重な文化を誇りにし、継承しながら、区民の創意あふ
れる芸術文化活動を通じて、文化の香り高く、にぎわいのあるまちをつくる。

結果 区民とともに個性的な地域文化を創造し、北区の魅力として発信される。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

田端文士村記念館は、平成27年度に多目的ホールを常設展示室に改修したことで、企画展が実施でき
るようになり、来館者の増加につながった。
文化芸術活動拠点ココキタは、文化芸術分野のより高いステージを目指す中学生・高校生を含めた若手
アーティスト支援事業を進めており、文化芸術活動拠点ココキタを周知するため、PRイベントを実施してき
た。ココキタまつりも年々、実施イベント数が増え、レベルアップワークショップや子ども文化教室の開催時
の参加者も着実に増えている。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）個性豊かな文化の創造と発信

対象 すべての区民

③様々な文化芸術に触れる機会の拡大

④文化芸術を支えるしくみの構築

施策評価
担当部局

地域振興部 施策所管課 文化施策担当課

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

北とぴあホール事業は、H29年度に集客数が一番大きいさくらホールが、天井改修のためイベントが開催
できない期間があったため、入場者数が微減となった。
文化芸術活動拠点ココキタは、開設から３年が経過し、徐々に認知度も高くなり、着実に利用者数が増え
てきていることが、利用料収入の増加からも読み取れる。ただ、王子エリア以外の区民にとっては、交通
の便があまりよくないこともあり、利用者の居住地域に偏りがみられる。また、リピートの利用者が多いの
で、新規利用者を取り込む工夫が必要である。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

平成27年度の文化活動拠点ココキタ開設により、文化芸術活動の場が増えたこと、文化芸術活動支援と
して、「区内在住・在学の中・高校生」の利用料を無料としている効果が大きいと思われる。また、「北とぴ
あ国際音楽祭」、「田端文士村記念館啓発事業」、「北とぴあ演劇祭」、「北区文化芸術祭」、「まちかどコン
サート」、「スクールコンサート」などが定着してきたことにより、北区文化振興財団HPにアクセスをして情
報収集する区民等が増えてきたと考えられる。

区では、地域が育ててきた固有の文化を誇りに、区民の創意あふれる芸術文化活動を支援し、区民と
ともに個性的な地域文化を創造し、北区の魅力として発信している。
北とぴあ国際音楽祭は、国内外から世界的な音楽家を招いて開催しており、他に例のないオリジナリ
ティあふれる文化事業として高い評価を得ている。
田端文士村記念館や（仮称）彫刻アトリエ館にて、有形無形の文化的資産の継承にも努めている。
文化芸術拠点ココキタの開設によって、区民が主体的に文化芸術を楽しみ、自らの個性や能力を伸ば
せる環境づくりや機会を提供している。
このように、様々な場所で、区民主体の文化芸術活動の促進に努めるなど、区民が文化芸術を身近に
感じることができるよう、取り組んでいる。
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区

都

国

その他

・「文化芸術振興基本法の一部を改正する法律」を平成29年
６月23日に公布・施行。
・「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」（議員立
法）が第196回国会（平成30年）にて成立。 多言語対応や障害者対応について、積極的な

取組みが求められているため、可能な限り、外
国語版の作成や点字版や声の広報等の作成
を行い、障害者や区を訪れた外国人も文化芸
術を身近に楽しむ機会を増やす活動を推進す
る。
また、（仮称）芥川龍之介記念館の開設にあ
たっても、バリアフリー法に基づき、ソフト面だ
けではなく、ハード面でも、より多くの区民をは
じめ、誰もが北区ゆかりの文化に触れることが
できるように取り組む。

東京2020大会を契機として、近年、２３区内で、文化芸術振興
計画の改定を行う区（港区、世田谷区など）、文化プログラム
の策定を進める区（台東区）が出てきている。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 29年度
文化に関する世論調査（東京都生活文化
局）

　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

「北区文化芸術振興ビジョン」（平成16年６月）に基づき、北区
文化振興財団が文化芸術団体等と連携を図り、様々な事業
を展開している。また、平成27年4月に文化芸術活動拠点ココ
キタを開設、同年10月に田端文士村記念館をリニューアルし
た。平成30年4月に北区文化振興財団が設立30周年を迎え
たことや北区の文化芸術を取り巻く環境の変化を踏まえ、文
化芸術振興ビジョンの改定の準備を進めている。

平成29年度策定の「北区バリアフリー基本構
想（滝野川地区）」を踏まえながら、(仮称）芥川
龍之介記念館の開設を進める。（仮称）芥川龍
之介記念館は、地域の関心も高く、文化芸術
振興の観点だけではなく、区民とも協働しなが
ら、地域の活性化にもつながる取組みが必要
となってくる。また、東京2020大会を契機とし
て、文化芸術を一層、身近に感じる取組みが
都区内で行われており、北区でも、区の文化資
源や地域特性を生かし、東京2020大会に向
け、北区らしい文化芸術活動を推進し、北区の
魅力を発信していくことが求められる。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京
2020大会」という。）は、スポーツだけの祭典ではなく、「文化
の祭典」でもあるため、文化芸術の力で地域を活性化し、若
者の参画促進や創造性をはぐくむことで、2020年から先の未
来に日本や世界の文化を継承していくことを目指している。

２　施策の見直し

「今後、地域の文化振興のため、区が力をいれるべき
だと思うことは」の問に対し、「子どもたちを対象とした
文化芸術事業の充実」(30-39歳)、「歴史的文化の保
存・継承と活用」(40-49・60-64歳)、「様々な文化芸術を
鑑賞する機会と場の提供」(それ以外の年齢)が も高
い。

「文化施策に対する要望」の問に対し、要望度順に「子
どもの頃から美術館や劇場に親しめる環境を整備する」
（45.5％）、「魅力的な展示・イベントを行う」（37.2％）、
「東京から世界へはばたく若い芸術家を育成・支援す
る」（24.2％）となっている。

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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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様々な文化芸術に触れる機会の拡大

施策の方向
についての

妥当性

北とぴあ国際音楽祭の活動を区内外に発信することは、北区の魅力を伝えることにつながる。また、文化
芸術活動の成果を発表する機会を増やしたり、継続事業は内容を拡充し、対象者を広げることで、区民
が文化芸術に触れる機会の拡大を図っていく。

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 ②北区らしい文化芸術活動の発展・支援

施策の方向
についての

妥当性

区民の自主的活動の支援と協働を推進するため、「北とぴあ演劇祭」や「北区文化芸術祭」などをさらに
盛り上げていくことで、区民主体の文化芸術活動がさらに活発になる。

　単位施策の検証

単位施策 ①地域の個性を生かした文化芸術の創造

施策の方向
についての

妥当性

（仮称）芥川龍之介記念館の開設や「北区文化芸術振興ビジョン」の改定を通して、北区の文化芸術を高
めるだけではなく、地域の活性化にもつなげることができる。

②重点事業及びその理由

（仮称）芥川龍之介記念館の開設
　開設により、田端地区及び滝野川エリアにおける文化のまちづくりを進めるため

　中長期的方針

2023年開設予定の（仮称）芥川龍之介記念館をはじめ、田端文士村記念館、旧古河庭園などを中心
に、田端地区及び滝野川エリアにおける文化のまちづくりをさらに推進することで、地域の活性化にも
寄与する。
2020年３月改定予定の、区の文化芸術施策の基本となる「北区文化芸術振興ビジョン」に基づき、北区
文化振興財団と連携しながら、北区の個性豊かな文化の創造と発信に努め、文化芸術が身近なまちづ
くりを推進することにより、地域の活性化と文化芸術の振興を図る。

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

地域の個性を生かした文化芸術の創造
文化芸術を支えるしくみの構築

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

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文化芸術を支えるしくみの構築

施策の方向
についての

妥当性

平成27年４月に開設した文化芸術活動拠点ココキタの利用は着実に増えているので、さらなる内容の充
実と活用に努める。北とぴあについては、施設全体の改修に向けて検討を進める。
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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

①歴史的文化の継承と活用 施策所管課 飛鳥山博物館

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①歴史的文化の継承と活用

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ３　個性豊かな地域文化の創造

基本施策 （２）歴史的文化の継承と活用 ０２０３０２

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

飛鳥山博物館の企画展等観覧者数、教育普及事業参加者数に関しては目標値を達成してい
る。特に２９年度は企画展等観覧者数において例年を大きく上回る増加がみられた。
２９年度において団体見学者数が目標値を下回ってはいるが、団体見学件数は目標値を達成
していることから、少人数の団体が多かったことが原因と考えられる。

飛鳥山博物館の企画展等展示事業観覧者数や教育普及事業参加者数は活動による成果を表す指標
として適切であり、展示や各種講座を積極的に開催してきたことによる成果の表れであることが読み取
れる。ふるさと農家体験館の事業参加者数においても同様のことが言える。
また、飛鳥山博物館の団体見学件数および団体見学者数、ふるさと農家体験館の来館者数は北区の
歴史的文化への興味関心が高いことの表れとみることができる。これからも各種事業を積極的に行うこ
とで、地域に残る歴史、伝統文化、文化財を多くの区民にご理解いただき、北区の歴史的文化を活用
し、次世代への継承を行っていく。

結果 北区の歴史・文化が活用され、次世代に継承されていく。

　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）

飛鳥山博物館の企画展等展示事業回数、教育普及事業回数および団体見学件数は目標値を
達成している。
ふるさと農家体験館の事業回数、ボランティアガイド実施数および来館者数は目標値を達成し
ている。

基本施策 （２）歴史的文化の継承と活用

対象 すべての区民や近隣区市の住民

意図 区民をはじめ多くの方が北区の歴史・文化に対する理解を深め、愛着を増す。
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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

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

地域文化振興の重点施策の中で、「歴史的文化の保
存：継承と活用」に対し、調査対象の全世代の３割近い
方が区が力をいれるべき事業と答えている。

文化財保護法に基づく、埋蔵文化財等の指導、区内に所在
する国・都指定文化財の保護に係る指導・調整など国・都と
調整を図りながら行っていく保護事業と、区文化財保護条例
に基づく区内文化財の調査・研究及び保護に関する業務を
行っている。これら調査・保護活動については、国・都の施策
を踏まえたうえで、北区の文化財保護にとって必要と思われ
る事業を実施している。
また、区内指定文化財の保存に関する補助事業の指導など
を行っているほか、地域に伝承してきた伝承芸能等の伝承に
ついても徐々に方策を講じているところである。

文化財の管理・活用については、博物館の収蔵庫をはじめ、
区内各所において保管・管理し、企画展などの展示事業や教
育普及活動を通じて活用を図っている。

　

文化財の保護においては今後も引き続き行わ
れていくことから、発掘調査で出土した土器や
石器などの埋蔵文化財や区民から寄贈された
民具資料などが増加することが予測される。ま
た、これらの資料や、区内に所在する文化財
の活用がよりいっそう求められることが予測さ
れる。

東京都教育委員会教育方針では、「東京に伝わる有形・無形
の文化財の保護に努めると共に文化財の活用公開を通して
文化財に親しむ機会の充実を図る」とされ、従来からの文化
財保護・管理事業を引き続き実行しながら、国等の施策の動
向にあわせた各種調査・事業等を行っている。

文化財の普及事業については、全都的な事業として文化財
ウィークが毎年秋に行われ、文化財を身近に感られるような
施策が実施されている。

地域に伝わる伝統文化を見直し、これを生かしながら地域お
こしや町づくりに役立てようとする気運が全国的に広がる中、
文化庁はこうした動きを後押しするための新しい文化財の保
護と活用に資する施策を打ち出している。特に文化遺産を未
来に生かすために、保護もさることながら活用に対して力を入
れていく方向性がみうけられる。

増加する文化財資料に関しては適切に保存し
ていく必要があるため、その保存場所を検討す
る。また、活用に関しては博物館内だけでなく、
館外においても積極的に活用できるような工
夫が必要である。

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歴史的文化の継承と活用

施策の方向
についての

妥当性

急速に失われつつある近現代の遺産の保護活用に積極的に取り組むとともに、地域文化の保存・継承等
の活動を支援することで貴重な文化財を後世に伝えることができ、区民の郷土意識が高まる。

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

　中長期的方針

区内に所在する文化財について、きめの細かい保護事業の実施を行う。また、北区の歴史的文化に関
する展示・教育普及事業を行い、歴史的文化遺産の公開・活用を積極的に推進することで、次世代に
継承していくと共に、一層の周知と理解を促進する。

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

歴史的文化の継承と活用

②重点事業及びその理由

歴史的文化の継承と活用を行うためには、その歴史的価値や社会的価値を周知する必要がある。そのため、博
物館と区内各所の歴史的文化を結び付け、現地に赴くような事業を行っていく。
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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

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）情報提供・相談体制の充実

対象 生涯学習活動を希望する区民

施策評価
担当部局

教育振興部 施策所管課 生涯学習・学校地域連携課

政　　策 ４　生涯学習の推進

基本施策 （１）情報提供・相談体制の充実 ０２０４０１

単位施策

①学習情報提供・学習相談体制の充実

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

生涯学習情報誌「まなびんぐKITA」を区立小中学校、私立学校、提携大学及び関係施設等に
十分量を配布している。情報紙の配布のほか、都立高校や周辺大学の公開講座等の情報に
ついて窓口や電話による問い合わせにも対応している。
今後は、ＳＮＳ等新たなメディアの発達により、情報入手の手段の多様化に対応していくことも
求められている。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

文化センターと協力し、年4回の生涯学習情報誌を発行し、学校や身近な施設で配布すること
で区内全体に情報提供行うことに生涯学習事業への意欲・参加が促進されている。

昨年度より、情報誌をホームページでも公開するようになり、電子媒体でも周知を行うようになった。い
つでもどこでも、区民に「子どもが参加できる事業」「夜間でも参加できる講座」など、一定の条件の生涯
学習事業について一覧にして情報提供を行えている。
また、「文化センター利用団体・サークル一覧」や「文化センターだより」などの発行、生涯学習情報コー
ナーの設置など、年間を通して区民に学習情報を提供している。このほか収集・蓄積した情報を活用し
ながら区民の学習相談にも応じており、区民が生涯学習に取り組みやすい環境づくりが進んでいる。

意図 幅広い学習情報を収集整理し、区民に的確に提供できるようにする。

結果 区民がいつでも、どこでも学習情報を入手できる。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況
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区

都

国

その他

　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27年３月『北区基本計画2015』学習情報提供・学
習相談体制の充実
平成27年3月『北区教育ビジョン2015』生涯学習情報提
供の充実、学習相談体制の充実

学習情報の提供について、データベースの蓄
積と情報伝達手段の多様化が求められる。

「東京都生涯学習情報ホームページ」を開設し、都内各
区市町村の生涯学習・社会教育関連情報や東京都教
育委員会の生涯学習に関する施策等を掲載している。

２　施策の見直し

生涯学習を推進するため区が力を入れることとしては、
「学習に関する情報の提供」（20.1％）、「学習について
相談できる体制の充実」（10.3％）にが求められている。

平成29年度 文部科学省「生涯学習施策に関する調査
研究」において、ICT を活用した「生涯学習プラット
フォーム（仮称）」の構築に関する調査研究がされた。

学習情報の提供について、データベースの蓄
積と多様な情報伝達の手段の検討をしていく。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

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

 
-80-



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学習情報提供・学習相談体制の充実

施策の方向
についての

妥当性

紙及び電子媒体により、生涯学習に関する施設・団体・講座等の情報提供を区民に分かりやすく提供で
きている。

②重点事業及びその理由

生涯にわたり学びを継続していくために、年齢や時代とともに変化・多様化する区民の学習ニーズを把握し、区
民だけでなく学習相談に応ずる職員にも活用しやすいかたちに蓄積し提供することが学習支援の柱の一つであ
るため。

　中長期的方針

より区民のニーズや時勢に適合した情報提供ができるよう情報誌等の内容を充実させるとともに、ＳＮ
Ｓ等区民が使いやすいツールの活用についても研究していく。

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

①重点施策

情報提供・相談体制の充実
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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

教育振興部 施策所管課
生涯学習・学校地域連携課
中央図書館

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①多様なニーズに応える学習機会の拡充

②身近な学習の場の充実

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ４　生涯学習の推進

基本施策 （２）学習機会の拡充 ０２０４０２

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

ボランティア登録者は増加傾向にあり、活動発展の支援が効果を上げている。
区民が小・中学校の中で学ぶことにより、子どもたちや学校の教育活動を知る機会ともなっており、地域と
学校の協働に向けた相互理解が進んでいる。
区民との協働による「おはなし会」「朗読会」「歴史講演会」などの実施による読書の動機づけや、ボラン
ティアによる音訳の実施などにより読書活動の支援が進んでいる。

地域の実情に即した学習機会の充実や、区民が求めるスタイルの学習の実践が可能な身近な学習の
場づくりが、施策の意図に則り展開されている。その中で、オリパラ開催に向けた機運の醸成も進み、
区民の主体的な学習やボランティア活動への意欲にも繋がっている。
図書館においても、資料の充実や、区民との協働による読書支援活動により読書や学習の支援が進
み、区民の主体的な学習やボランティア活動への意欲にも繋がっている。

結果
区民一人ひとりの人生がより豊かになり、また、くらしや社会問題を主体的に解決し住みよい地
域づくりが進む。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

東京オリンピック・パラリンピックボランティア育成事業
区民が講座やイベントに参加し、またイベントの運営ボランティアとして参画・協働して事業を作り上げて
いく中で、参加者相互の理解、また多様性に関する理解が進んでいる。
参加者を通してオリパラ気運醸成とともに、一人ひとりが自分の活動しやすい場所を拠点に地域活動へ
の主体的な参画やグループの組織化につながっている。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

2020年東京オリンピックに向けて、毎年少しずつ形態を変えながらボランティア育成の機会提供を行って
おり、おおむね達成できている。
学校の教育力の活用や学校施設の開放・有効活用により、区民の学習機会や身近に参加できる学習の
場の充実が図られている。
図書館事業においては概ね達成されているが、利用者人数は減少している。昭和町区民センター改修工
事による昭和町図書館の休館、中央図書館における特定天井脱落防止工事実施による利用回避、図書
館システムの更新による臨時休館等の影響による。

基本施策 （２）学習機会の拡充

対象 生涯学習の主体である区民・団体

意図
区民一人ひとりのニーズに合った学習機会の拡充を図り、地域における自立的・継続的な学習
活動を支援するしくみをつくる。
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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

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

生涯学習を推進するために区が力を入れることとしては、「学
習の場の充実（図書館や文化・スポーツ施設等）」（30.9％）、
「多様な学習意欲に応える講座等の充実」（27.9％）がそれぞ
れ３割前後、「大学や企業等との連携による学習機会の拡
充」（20.0％）が２割で多様な学習意欲に応える講座等の充実
と学習の場が求められている。

オリンピック・パラリンピック担当課より執行委任を受け、２０２０年東
京大会に向けての自主的なボランティア活動をおこなっている区民
および区内を拠点とする団体の期待や関心にこたえ、活動の発展を
支援するためのイベントを運営し、その他機運醸成を図るため各種
講座を開催している。
生涯学習の推進を図るため中央図書館内に、区民情報コーナー、
北区の部屋、YAスペース（中高生優先となる）、こども図書館、図書
館ボランティアの活動拠点となる区民活動ｺｰﾅｰを設置している。
「北区図書館活動区民の会」と各種講座、講演会など様々な活動を
図書館と協働して行っている。
平成２７年３月、「第三期北区子ども読書活動推進計画（平成２７年
度～平成３１年度）を策定し、乳幼児から中高生までの読書活動を
積極的に支援するため、学校・地域との連携、読書活動の普及・啓
発、読書活動にかかわる人材育成の環境整備等、さまざまな取り組
みを推進している。

オリンピック直前で、より一層東京都の動きが活発
になる。現行の事業を今までの経験をもとに、さらに
効果的に行うことが求められる。

今後さらに大学や企業等との連携が求められる。

地域住民の手による、地域の実情に応じた、多様な
学習の機会や場づくりをめざして、家庭・地域・学校
のさらなる連携が求められる。

地域図書館の開館日時の増延、資料の充実、利用
スペースの拡充等、更なるサービスの向上が求めら
れる。

学校図書館の整備充実についてさらなる支援が求
められる。

東京2020大会の成功に向け、区市町村が主体的に実施するスポー
ツ振興や地域の活性化につながる事業を支援することにより、両大
会の気運醸成を図り、スポーツ振興などの各区市町村の地域レガ
シーにつなげる。
平成２７年２月１２日「第三期子供読書活動推進計画」を策定。乳幼
児から中高生までの読書活動を積極的に支援するため、学校・地域
との連携、読書活動の普及・啓発、読書活動にかかわる人材育成
の環境整備等、さまざまな取り組みを推進している。

Ｈ２８年１月「2020年に向けた東京都の取組－大会後のレガシーを
見据えて－」を策定、同年6月「『アクション＆レガシープラン 2016』
～東京2020大会に参画しよう。そして、未来につなげよう。～」を発
表し、その中で、大会によるレガシー創出を重視し、それを育てるた
めにできることをまとめている。
第四次「子ども読書活動の推進に関する基本的な計画」が、平成３０
年４月２０日に策定された。
文部科学省としては子どもの読書活動の推進に必要と考えられる施
策を行う上での取り組みの目安を掲げ読書の推進を図っていくこと
としている。

２０２０に向けたボランティア活動を始めとする地域
の中で生まれた様々なのつながりを、区民が主体
的に継続・発展させていくための環境整備や支援を
進めていくことが求められる。

施設の複合化やまちづくりによる移転などの機会を
とらえ特色ある図書館づくりを進めていく。

学校図書館と地域図書館が連携して児童・生徒の
読書支援を進めていく。

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多様なニーズに応える学習機会の拡充

施策の方向
についての

妥当性

学習機会の提供について、区民からも積極的な要望もあり、より活発な活動へと進んでいる。
オリパラを契機に取り組んだ成果を踏まえ、さらに区民が主体的に企画する講座や学習会を支援してい
く。

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）

　中長期的方針

学校・専門機関等と連携した事業の推進とともに、オリパラに向けた取り組みの中で深めた多文化共生
や多様性の理解、地域のつながりが、区民の自主的な学習活動の発展と地域に根付く活動の支援とな
るよう、学習機会や場づくりを充実させる。
中央図書館においては、読書施策の拠点として位置づけ、子どもから大人までを対象とした取り組みを
充実させる。

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

多様なニーズに応える学習機会の拡充
身近な学習の場の充実

②重点事業及びその理由

学校・専門機関等と連携した講座等の実施・身近な学習の場の充実
図書館事業などの身近な学習機会を求める多くの区民からのニーズが継続して存在しており、それに応えていく
必要があるため。

単位施策 ②身近な学習の場の充実

施策の方向
についての

妥当性

多様化・高度化する情報ニーズへの対応等、これからの公共図書館に求められる姿と、区民ニーズとの
乖離がないよう評価の仕組みを検討し、整備をしていく。
区民の多様な学習ニーズに合わせ事業や講座を実施できている。

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
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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

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （３）学習成果の活用

対象 様々なキャリアや学習を積み重ねてきた区民

施策評価
担当部局

教育振興部
子ども未来部

施策所管課
生涯学習・学校地域連携課
子ども未来課

政　　策 ４　生涯学習の推進

基本施策 （３）学習成果の活用 ０２０４０３

単位施策

①学習成果を生かし合うしくみづくり

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

学校支援ボランティア活動推進事業については、平成26年度の全校実施より、計画通り目標を
達成できている。

放課後子ども総合プランの実施校数は計画通りに進捗し、小学生の参加人数は伸びている。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

学校支援ボランティア活動推進事業のスクールコーディネーターの人数については特に規定は
ないが、活動が活発になるになるとともに複数人数でコーディネート業務を分担する学校も増え
つつあり、コーディネーターの重要性が高まっている。
放課後子ども総合プラン実施校が増えていくことで、それぞれの実施校で地域の人材が、実行
委員、地域スタッフ、講師等としていままでに身に付けた知識や技能を発揮する場となってい
る。

子どもから大人まで生涯学習をサポートするために、学習成果を活用し、それをを生かしあうしくみをつ
くることが重要となる。短期的に結果を出すことが難しい活動や、活動方法に工夫が必要な事業もある
が、地域全体の教育の発展のため、今後も成果の活用の機会を拡充していく。

意図 地域の教育力の向上、ボランティア活動による地域の活性化等を図る

結果 学習成果が地域の教育力の向上や地域社会の発展に活かされる

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

放課後子ども総合プラン
平成31年度までに改築中の王一小を除いて、35校中34校に導入する。
地域、学校、児童館・子どもセンター等が関わり運営する小学生の安全で安心できる放課後の
活動場所として推進するとともに、地域の人材が実行委員や地域スタッフ、講師として参画する
場として機能している。

 
-85-



区

都

国

その他

　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

「北区教育ビジョン２０１５」を策定し、これまでの家庭・地域・
学校の連携と協働をさらに進め、より一層質の高い教育力を
目指して様々な取り組みを実施している。区立小中学校で
は、地域に開かれた学校づくりのもと、教育活動や環境整備
等に地域の教育力を活かした支援を求めており、学校に対す
る保護者や地域の期待や関心がより高まっている。

「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。

北区独自の支援体制を 大限生かした教育の
存続及び、国と都、他区の動向を考慮した事
業運営を行う。

小学生の放課後の活動場所として放課後子ど
も総合プランを充実させることで、児童館等の
小学生の利用が減少していき、子どもたちの
放課後の活動場所に変化が生じている。平成29年の社会教育法が改正され、これまでの「教育支援活

動」を基盤として、より効果的な展開を促進するため、国の補
助事業を活用した各種事業を行い、区市町村に対して財政的
支援のほか、先進事例の紹介、事業関係者の研修等を行
い、「地域学校協働活動」の推進を図る。

２　施策の見直し

生涯学習を推進するため区が力を入れることとしては、
「学習の成果や能力の活用を地域で活かす仕組みづく
り」（16.4）％、「教育ボランティアの育成」（10.4％）につ
いて求められている。

平成29年の社会教育法改正により、社会総掛かりでの教育
を実現するため、連携協力体制の整備や地域学校協働活動
推進員に関する規定を整備し、「地域学校協働活動」を全国
的に推進している。
「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。

文部科学省からは、学校支援地域本部事業か
ら、地域学校協働活動へ移行へと方向性が示
されている。北区の教育体制を今後どうしてい
くか、他区と連絡を密にとり、情報収集を行うと
ともに、北区内でも他課と協力して検討していく
必要がある。

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させて
いくために、多様な人材を受け入れていく必要
がある。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

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

 
-86-



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学習成果を生かし合うしくみづくり

施策の方向
についての

妥当性

区民の学習成果を生かせる事業の拡充を進めることで、北区全体の地域の教育力向上につなげていく。
区民の多様な人材を生かし、子どもたちの多様な体験・活動を支援するためにも施策の方向性としては
妥当であるが、多様化する課題や要望に対して、活躍の機会を提供するための仕組みづくりには更なる
検討が必要である。

②重点事業及びその理由

放課後子ども総合プランの推進
区民のキャリアや知識・技術を活かして、子どもの安心・安全な居場所づくりを進めることにより地域の教育力の
向上を図る必要があるため。

　中長期的方針

区民が学習活動を通じて身につけた知識や技術・技能などの学習成果を様々な場や機会において活
かしていくことは、学習意欲を高め、さらなる学習にもつながる。
現在、学習成果を生かして指導者やボランティア活動をすることにより、地域社会への学びの還元と
なっていっている。リーダー研修事業や学校支援ボランティアの事業等の成果を地域活動へ結びつけ
るとともに、学校と地域が一体となって地域の教育力の向上を引き続き図っていく。

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

①重点施策

学習成果を生かし合うしくみづくり

 
-87-



作成日

コード

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ５　生涯スポーツの推進

基本施策 （１）身近なスポーツの場の整備 ０２０５０１

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本施策 （１）身近なスポーツの場の整備

対象 すべての区民

意図
だれもが身近でスポーツ･レクリエーションを楽しむことができる場を提供するとともに、気軽に参加できる機会の拡充を図る。
地域と連携を取りながら、「おもてなし」や「スポーツ」「ユニバーサルデザイン」などの視点に立った環境整備を推進する。

施策評価
担当部局

地域振興部 施策所管課
スポーツ推進課
東京オリンピック・パラリンピック担当課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①スポーツ環境の整備及び有効活用

②東京オリンピック・パラリンピックに向けた環境の整備

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

赤羽体育館を建設したことにより、スポーツ利用者の拡充を図るこることができた。
東京オリンピック・パラリンピックの開幕が近づくにつれ、各地での気運醸成イベントの開催や大会に関す
るさまざまな概要が公表されるなど大会気運が高まっている。
スポーツコンダクターの派遣数は減少しているものの、北区内企業とパートナーシップ協定を結び同企業
内所属のアスリートとの連携を深めるなどして、派遣対象のアスリートを増やしている。

赤羽地区に新たに体育館を建設したことにより、周辺区民がこれまで以上にスポーツに参加しやすい環境が整
備された。また、区全体的にも新たな「場」が増え、利用枠が増加したことにより体育館を利用しやすい環境が高
まり、体育館利用者数が増した。
バリアフリー化整備は、施設内に留まらず、 寄駅等から施設に至るまでのバリアフリー化対策が必要となる。
施設外の環境整備は区単独では難しく、他自治体等との連携が不可欠である。
東京オリンピック・パラリンピック開幕前の気運醸成事業並びに「トップアスリートのまち・北区」を具現化するた
め、「ソフト」「ハード」とも期限がある中、着実に整備を進めている。また、今後も本施策に絡んだ内容の事業が
追加すると考えられる。

結果
区民一人ひとりが、生涯にわたっていきいきと楽しく暮らしている。
東京オリンピック・パラリンピックを見据えたまちづくりにする。東京オリンピック・パラリンピックの気運が醸成している。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

（仮称）赤羽体育館の建設及びバリアフリー化整備は計画どおり整備されている。桐ケ丘体育館改築は、
基本計画後期事業だが、改築計画は桐ケ丘体育館周辺の都営桐ケ丘団地再生計画に合わせて進める
ことになっており、今後の桐ケ丘体育館改築計画に影響を及ぼす可能性がある。
「トップアスリートのまち・北区」のシンボル的な街並みにするため愛称名「ROUTE2020ﾄﾚｾﾝ通り」を整備
している。赤羽駅と十条駅に公共施設の案内サインやPR広告塔を設置、通りにﾄﾚｾﾝ通りのロゴの標識、
区立稲付西山公園にアスリート手形モニュメントを設置した。今後は競技案内看板やフラッグの設置や地
域情報アプリを開発する。
事前キャンプ誘致に絡む事業が今後本格化していく。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

JOCや競技団体等と連携したトップアスリート直伝教室は人気がある。
アスリート手形モニュメントへの手形の取付けも計画どおりである。
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区

都

国

その他

「2020年オリンピック・パラリンピック推進本部」設置（2017年6
月）
「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた北区
の取組方針」を策定（2017年6月）
北区リレーションシップ協議会設置（2016年11月）
ＪＯＣとパートナーシップ都市協定の締結を準備している。

区民が利用できるスポーツ施設の選択を拡大
させるため、区内にある国や都並びに民間の
スポーツ施設等を、区民が有効的に利用でき
る方策の検討が必要となる。

東京オリンピック・パラリンピック閉幕までは、
大会の直接的な事業が主事業であり、大会閉
幕後にはレガシー構築に関する事業が主とな
る。

都民が身近な場所でスポーツ活動が行えるよう、既存の都立スポー
ツ施設や東京2020大会の競技施設を適切に管理運営するととも
に、区市町村のスポーツ施設整備を支援する。また、新たなスポー
ツ活動の場を確保していくため、既存のスポーツ資源の有効活用に
ついて検討を進める（東京都スポーツ推進計画2018年3月）

スポーツ振興等事業費補助金（障害者スポーツ地域振興事業分）補
助率の段階的な変更（2018年度4/5　2019年度2/3　2020年度1/2）
その他大会に向けた都準備局による随時事業

既存施設の有効活用や、オープンスペース等のスポーツ施設以外
のスポーツができる場の創出を含め、ストックの適正化と安全で多
様なスポーツ環境の持続的な確保を目指す。（第２期スポーツ基本
計画2017年3月）

ホストタウンの推進について（内閣官房東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会推進本部）
「2020年を見据えた文化による国づくりを目指して（※通称　京都宣
言）」（文化庁）

他自治体の動向を注視し、国や都有施設等を
利用するための協議を行う必要がある。

東京オリンピック・パラリンピック閉幕までは大
会の直接的な事業が主事業だが、大会閉幕後
には、今まで区が実施してきた事業についてレ
ガシー構築を主眼に置いた事業として再編し
具体化する必要がある。

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

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

全体の52.5％が週に１～２回以上の運動スポーツ頻度
全体の約４割半ばが、健康づくりを推進するため「運動
できる施設の開放や整備」に区が力をいれるべき

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東京オリンピック・パラリンピックに向けた環境の整備（⇒東京オリンピック・パラリンピックに
おけるレガシーの構築と、単位施策名と内容を変更予定）

施策の方向
についての

妥当性

東京オリンピック・パラリンピック閉幕後には、大会前の気運醸成で行った事業をレガシーとして構築して
いく必要がある。方向性の見直しが必要となる。
バリアフリー化整備は今後も必要だが、東京オリンピック･パラリンピックを目的とした整備は終了となる。

妥当性の検証 C:妥当性は薄れている（方向性や再編等の見直しが必要）

　単位施策の検証

単位施策 ①スポーツ環境の整備及び有効活用

施策の方向
についての

妥当性

区有スポーツ施設は、全体的に老朽化が進んでいる。引き続き利用率を高めていくには、新たな施設整
備や既存施設の大規模な改修が求められる。

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）

　中長期的方針

引き続き、既存施設の改修や誰もが利用しやすい環境を整備することにより利用者拡大に努める。な
お、老朽化が著しい施設については、計画的な大規模改修も視野に検討を進めていく。また、「トップア
スリートのまち・北区」として、東京オリンピック・パラリンピックにおけるレガシーを有効活用していくとと
もに、JOCと連携し恒常的及び普遍的にオリンピック・ムーブメントを推進していく。

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

①重点施策

スポーツ環境の整備及び有効活用

②重点事業及びその理由

新たなスポーツ施設の整備は、まとまったスペースの確保や相当の期間を要することから、直ちに整備すること
は難しい状況にある。そのため、既存施設を計画的に改修するなどをして、長期的に有効に活用していくことが
必要がある。
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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

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）参加機会の拡充

対象 障害の有無にかかわらず、子どもから高齢者までのあらゆる方

施策評価
担当部局

地域振興部 施策所管課
スポーツ推進課
東京オリンピック・パラリンピック担当課

政　　策 ５　生涯スポーツの推進

基本施策 （２）参加機会の拡充 ０２０５０２

単位施策

①ライフステージに応じたスポーツ参加の機会
③東京オリンピック・パラリンピックをめざしたスポー
ツ事業の拡充

②様々な連携・協働による地域のきずなづくり ④スポーツを支える人材の育成・確保

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

障害者スポーツイベントについては、平成29年度から区主催のハートスポーツフェスタを実施。平成30年度は知的障
害者サッカー教室の実施回数を増やした。今後は障害者が継続的に参加できるスポーツ教室等の開催を検討して
いく必要がある。
スポーツを支える人材の育成･確保については、平成31年度末までの目標を達成している。しかし、実施の初年度と
比較すると2年度目以降は人数がやや減っているため、スポーツを支える人材の育成･確保を北区内に広く周知する
には、さらにスポーツ推進委員･地域などとも連携して実施していく必要がある。
フェンシング教室は開講以降、参加者の固定化や競技の性格上反復練習が主のため新鮮味が薄れている。アス
リートの育成には継続性が必要である中、自立した運営ができる組織体制が確立していない。車いすフェンシング教
室は強化選手になると教室不参加になる傾向がある。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

障害者スポーツイベントの参加者数も年々増加しており、特に「知的障害者サッカー教室」は、家族に障害者がいる
多くの方々のスポーツ実施に効果的であった。北区以外では、知的障害者向けのスポーツイベントは少なく、障害者
(児)の方と親子に対するスポーツ実施率の向上にも大きく寄与できた。
初級障害者スポーツ指導員、スポーツボランティアの登録者数も中期計画の目標値を上回っている。また、総合型
地域スポーツクラブへの参加者数も1万人近い参加で、年々増加傾向にあり、実施率の向上につながっている。

東京都北区スポーツ推進計画では、平成28年度にスポーツ実施率（週1回以上行う成人の割合）の目標数値を50％と定めているところで
あるが、平成28年8月の北区民意識・意向調査結果によると52.5％を達成している。
2020東京大会開催の気運醸成のための各種事業の実施を契機としてスポーツへの関心も高まり、スポーツ実施率の向上に貢献してい
る。
指定管理者による自主事業も充実しており、幼児から高齢者まで参加できるさまざまなイベントを実施している。参加人数は右肩上がりで
増えており、今後も伸びていくと思われる。ただし、スポーツイベントに参加をしたことが無い方や、スポーツに興味が無い方もスポーツを
していただける環境づくりをこれからは考えていかなければならない。さらに、だれでもが参加できるスポーツイベントに改善していかなけ
ればならない。
平成30年1月、滝野川地区に区内2つ目となる総合型地域スポーツクラブを設立した。スポーツクラブの自主自立、イベントの充実を通し
て、王子地区への総合型地域スポーツクラブの設立につなげていく。また、だれもが身近な場所で日常的にスポーツをするこができるよう
になることで、スポーツを通した地域のきずなづくりを推進する。
フェンシング教室は平成27年度開講以降、参加してきた児童・生徒がアスリートとして活躍するためには今後も継続した練習環境が必要
である。自立した組織体制を確立するための支援も不可欠である。車いすフェンシング教室においては、強化選手になっても教室参加を
可能にする環境作りが課題である。

意図 だれもがスポーツを楽しめるよう、様々なスポーツ参加機会の充実を図る。

結果
家庭、学校、地域をはじめ、スポーツ関係機関や団体などの連携･協働により、スポーツ実施率が向上す
る。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

平成30年1月、滝野川地区に総合型地域スポーツクラブを設立したが、設立数年間は参加者数が少なく、一定期間
の運営支援が必要である。更に今後は、王子地区への設立を検討する。
障害者スポーツ交流イベントについては、各種スポーツ教室、講演会等を毎年実施しているが、参加人数が伸び悩
む年度もあり、新規のスポーツイベントや広報の仕方を考えていく必要がある。
障害者スポーツの理解関心を深めるとともに、2020東京オリンピック･パラリンピックの成功に繋げる事業を推進して
いる。
フェンシング教室においては突出した選手の輩出には至っていない。小・中学校の児童・生徒が対象で底辺の底上
げを図っている。車いすフェンシングは、世界で活躍する選手も当該教室出身者で輩出している。
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区

都

国

その他

　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

「東京都北区スポーツ推進計画」では、スポーツ実施率（週１回以上
スポーツを行う成人の割合）の目標を平成28年度50％以上と定め
た。平成28年度に行われた北区民意識･意向調査では、52.5%となっ
ており、この時点の目標は達成している。しかし、さらなるスポーツ
実施率向上（70％）に向けた戦略的な施策を展開していく必要があ
る。このため平成32年3月を目途に東京都北区スポーツ推進計画を
改定する。

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた北区の取
組方針」を策定（2017年６月）。

民間企業とのパートナーシップ協定締結

国は、障害者のスポーツ実施率の目標数値を40％
（若年層（7歳から19歳）は50％）と設定し、東京都
は、新たに、18歳以上の障害者のスポーツ実施率
を2021年までに40％と設定した。
また、東京都は、2020年までに18歳以上のスポーツ
実施率70％を達成し、以降はこれを維持していくこ
とを目標としている。区においても同様のスポーツ
実施率の目標設定が必要となる。

東京オリンピック・パラリンピック閉幕までは、大会
の直接的な事業が主事業であり、その後はレガ
シー構築に関する事業が主となる。

東京都スポーツ推進計画と東京都障害者スポーツ振興計画を統合
した「東京都スポーツ推進総合計画」を策定（平成30年3月）
計画の基本理念を「スポーツの力で東京の未来を創る」とし、３つの
政策目標を掲げている。①スポーツを通じた健康長寿の達成②ス
ポーツを通じた共生社会の実現③スポーツを通じた地域・経済の活
性化

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会　都市ボランティア募
集要項の策定について」公表（2018年6月11日）

スポーツ振興等事業費補助金（障害者スポーツ地域振興事業分）補
助率の段階的な変更（30年度4/5　31年度2/3　32年度1/2）

２　施策の見直し

週1日以上スポーツを行う成人の割合
（スポーツ実施率）　52.5％

週1日以上スポーツを行う成人の割合
（スポーツ実施率）　56.3％
スポーツを実施しなかった理由：機会がなかったから

第2期スポーツ基本計画を策定（平成29年3月）
新たに障害者のスポーツ実施率の数値目標を設定
計画のポイントは①スポーツの価値を具体化し発信。スポーツの枠
を超えて異分野と積極的に連携・協働②数値を含む成果指標を第1
期計画に比べ大幅に増加（8→20)。③障害者スポーツ振興やスポー
ツの成長産業化など、スポーツ庁創設後の重点施策を盛り込む。

平成32年3月末に改定を予定している「東京都北区
スポーツ推進計画」（計画期間平成32年（2020）～
平成41年（2029））に、上記を反映させていく。
東京オリンピック・パラリンピック閉幕までは大会の
直接的な事業が主事業だが、大会閉幕後には、今
まで区が実施してきた事業についてレガシー構築を
主眼に置いた事業として再編し具体化する必要が
ある。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 28年度
都民のスポーツ活動・パラリンピックに関
する世論調査

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 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様々な連携・協働による地域のきずなづくり

施策の方向
についての

妥当性

スポーツを通した様々な連携や協働による地域のきずなづくりについては、重要な施策として継続していく必要があ
る。
区内で3つ目の総合型地域スポーツクラブを王子地区に設立し、北区全域で身近な地域でスポーツができる環境整
備が必要である。

　単位施策の検証

単位施策 ①ライフステージに応じたスポーツ参加の機会

施策の方向
についての

妥当性

障害者スポーツの推進を「ライフステージに応じたスポーツ機会の充実」の中に位置づけているのは疑問
が残る。
単位施策レベルで位置付けることを検討する必要があると思われる。

②重点事業及びその理由

「障害者スポーツ交流イベント」
障害の有無に関わらず子どもから高齢者まで、だれでも楽しめるイベントを開催し、区民の障害者スポーツへの理解・関心を
深めることを目的としている。障害者のスポーツ実施率を向上させていくには、東京都障害者総合スポーツセンターと連携
し、障害者が継続して参加できる障害者スポーツ教室などの実施が求められる。
「2020チャレンジアカデミー（名称変更を要す）」トップアスリート育成には継続性が必要である。

　中長期的方針

さらなるスポーツ実施率の向上を目指し、スポーツ実施率70％を目指す。
障害の有無に関わらず、ともに楽しめるスポーツ環境をさらに整備していく。
区民が身近な場所で気軽にスポーツができるよう、民間スポーツ施設等との連携を検討していく。
トップアスリートの育成は、一過性な事業では不十分であり継続的な支援が不可欠で支援継続が必要である。
東京オリンピック・パラリンピック大会閉幕後も、区が掲げる「トップアスリートのまち・北区」が色あせることなく、
子どもたちや障害を抱える方たちに夢と希望を与えられるよう、またアスリート育成を通し地域が活性化できるよ
う推進していく。

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

①重点施策

障害者スポーツの推進
様々な連携･協働による地域のきずなづくり
トップアスリートの育成をめざしたスポーツ事業の推進

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

妥当性の検証 C:妥当性は薄れている（方向性や再編等の見直しが必要）

単位施策 ④スポーツを支える人材の育成・確保

施策の方向
についての

妥当性

2020東京大会終了に伴う変更以外は、妥当と考える。
若年層が東京オリンピック･パラリンピックに興味を持ち、スポーツボランティアとして登録したいと思える
仕組みづくりが必要である。人材育成は長い期間を要する。今後も継続する必要がある。

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

単位施策
③東京オリンピック・パラリンピックをめざしたスポーツ事業の拡充（⇒「トップアスリートの育成
をめざしたスポーツ事業の推進」と「障害者スポーツの推進」という２つの単位施策に再編予
定）

施策の方向
についての

妥当性

東京オリンピック・パラリンピック閉幕後は「気運醸成」という施策の方向性がなくなるが、「参加機会の拡
充」という基本施策との整合性は妥当である。大会閉幕後の方向性について再構築が求められる。
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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）

特にグローバル人材育成プロジェクトにおいては、中学生海外派遣交流事業や新聞コンクールの実施回
数を着実に重ね、当初通りの活動量を得られている。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

本施策は多岐に渡っており、それぞれの方面から推進を進めている。
個々の単位施策については一定の成果を見せており、全体的に達成されていると言える。

教育現場を取り巻く状況は刻一刻と変化し、求められているものも数年間で大きく様変わりし、新たな
方向性、課題も増えてきている。
また、単位施策がそれぞれ密接に関わっているため、国・都の動向を見定めていく必要性がある。

施策評価
担当部局

教育振興部 施策所管課
教育指導課・教育政策課・教育総合
相談センター・学校支援課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 社会の変化に対応する学校教育の推進

対象 区立学校の児童・生徒・教職員・保護者

意図 就学前から中学校卒業まで時代に応じた学校教育を実施する

結果 学力が向上し、社会の変化に応じた判断力、思考力を持った児童・生徒が育成される

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

確かな学力向上プロジェクト：学力パワーアップ非常勤を全校に配置することにより、授業中のきめ細や
かな指導を実現している。また、放課後学習の場として、学力フォローアップ事業、夢サポート教室、本気
でチャレンジ教室、スクラムサポート事業を全校対象に実施している。

健やかな体育育成プロジェクト：２０２０東京オリンピックに向け、各校で関係教育が盛んに行われている。

グローバル人材育成プロジェクト：カリフォルニア州セブンヒルズスクールとの交流事業人数を平成２９年
度より４０名に増員した。新聞大好きコンクールは平成２９年度で５回目の開催となり、年々応募総数が増
加している。

特別支援教育の推進：平成２８年度までに全北区立小学校に特別支援教室の設置をし、個に応じた特別
支援教育を実施している。
サブファミリーによる特色ある教育の推進：各サブファミリー毎に研究推進テーマを設け、発表により他サ
ブファミリーへの成果共有を図っている。

小中一貫校の検討：神谷中学校サブファミリーにおいて、施設一体型の小中一貫校の検討を行ってい
る。
区立認定こども園の設置：平成29年4月に北区立初の認定こども園さくらだこども園を開設した。区立幼
稚園のこども園化のため、さくらだこども園の検証を実施している。

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 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ６　未来を担う人づくり

基本施策 （１）社会の変化に対応する学校教育の推進 ０２０６０１

単位施策

①確かな学力の保証 ⑤個に応じた教育の推進

②豊かな心の育成 ⑥特色ある教育活動の推進

③健やかな体の育成 ⑦就学前教育の充実

④グローバル時代に対応した国際人の育成
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区

都

国

その他

学校教育に求める重点施策として、道徳教育の推進、
学力向上への取り組み、特色ある教育の推進(英語な
ど)が求められており、今後の国・都が示している方向
性と一致している。

北区の公立学校に求めるものとして、学習塾に依存し
ない確かな学力の向上、いじめのない学校、心の教育
の充実が求められている。区の施策方針としてもこれら
は 重要課題ととらえており、より一層の施策充実が必
要とされている。

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

区基礎基本調査を継続実施している。
道徳科、小学校外国語科の先行実施を行っている。
東洋大学と連携した地域活性化の推進「プログラミング教育
の推進」を平成２９年度より開始している。
国のいじめ防止基本方針の改定に伴い、区いじめ基本方針
の改定を行った（２９．７）

児童・生徒の基礎的学力の育成
児童・生徒の英語力の育成
児童・生徒の情報活用能力の育成
児童・生徒の情操教育の充実
学校における働き方改革を踏まえ、教師の指
導力の質の向上
いじめの未然防止、早期発見、早期対応
保護者・地域を巻き込んだ特色ある学校づくり

基礎・基本の充実及び理数教育の推進（学力向上を図るため
の調査）を行っている。
英語教育の推進を行っている。
いじめ、暴力行為、自殺等防止の強化。
オリンピック・パラリンピック教育の推進（２０２０年まで強化）。
教師力・学校力の強化を図るため、学校における働き方改革
の補助制度を設立した。
家庭や地域の教育力向上。

全国学力学習状況調査が実施されている。
新学習指導要領の告示が行われた（２９．３）
国いじめ防止基本方針の改定が行われた（２９．３）
学校における働き方改革の緊急提言がなされた。
子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正による学
校運営協議会を置く学校の努力義務化。

学力向上施策の充実
区基礎基本調査における英語科の導入
道徳科の充実
学校運営協議会を置く学校の増加（コミュニ
ティ・スクール）

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 25年度
「北区教育ビジョン2015」策定に関す
るアンケート

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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　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

確かな学力の保証
グローバル時代に対応した国際人の育成

②重点事業及びその理由

新学習指導要領の告示により、プログラミング教育、道徳科、小学校高学年の外国語事業等、多角的な推進が
求められているため。

　中長期的方針

平成31年度に「教育ビジョン2020」の策定が予定されている。働き方改革等、国・都の動向が注目される中で、北
区としても新たな事業の検討が必要になると考えられる。本施策は学校教育の根幹を成す施策であり、引き続き
着実に推進していく。

施策の方向
についての

妥当性

神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校の開校に向け、一層、サブファミリーの特色ある教育の充実
を図り、特色あるカリキュラムを工夫していく。
社会に開かれた教育課程の実現に向け、学校評議員制度の充実や学校運営協議会の設置を図る。

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 ⑦就学前教育の充実

施策の方向
についての

妥当性

就学前教育の関係者が対象のきらきら０年生プロジェクトの一層の充実を図り、小一プロブレムの解消や
質の高い教育を推進する。
王子、赤羽、滝野川地区にこども園を整備することについて、引き続き検討していく。

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

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

施策の方向
についての

妥当性
オリンピック・パラリンピック教育の充実をからめて、スポーツに親しむ心情や体力の向上を図る。

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 ④グローバル時代に対応した国際人の育成

施策の方向
についての

妥当性

イングリッシュ・サマーキャンプや中学生海外派遣交流の継続実施により、児童・生徒が確実に外国語で
コミュニケーションを図る体験を保証し、英語によるコミュニケーション能力の育成を図る。

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 ⑤個に応じた教育の推進

施策の方向
についての

妥当性

第三次北区特別支援教育推進計画に応じて、特別支援教育システムの一層の充実を図る。
政策提案協働事業の実施とともに不登校児童・生徒の支援の充実を図る。
習熟度別指導の実施により、きめ細かな指導の充実を図る。

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 ⑥特色ある教育活動の推進

　単位施策の検証

単位施策 ①確かな学力の保証

施策の方向
についての

妥当性

新学習指導要領で求められる児童・生徒の資質・能力の育成とともに、それを支える教師の指導力の向
上が必須である。

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豊かな心の育成

施策の方向
についての

妥当性

小学校、中学校における道徳科の新設に伴い、年間３５単位時間、確実に道徳教育を行い、児童・生徒
の道徳性を培う必要がある。
児童・生徒のいじめや体罰の根絶に向けて、教師の資質・能力を向上させる必要がある。

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健やかな体の育成
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作成日

コード

対象 区立学校の児童・生徒・教職員・保護者

意図 よりよい教育環境で教育を受けられるようにする。

結果
社会の変化にも柔軟かつ主体的に対応できる、豊かな感性と創造的な知性を備えた、未来を
担う人材が育つ。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

ICTを活用した教育の充実：小学校では大型テレビを全教室に、電子黒板を各校１台、中学校では全普通
教室・一部特別教室に電子黒板を１台ずつ整備した。また、校内無線ＬＡＮ環境の整備やタブレット型端
末の導入などを進めるとともに、全小中学校にデジタル教科書を導入した。ＩＣＴ活用研修を幼・こ・小・中
教員向けに年間１０回開催している。研修内容は毎年見直しを行い、 新のニーズに合うようにしてい
る。

学校の改築：計画通り進捗しており、老朽化対策及び教育環境の向上が図られた。
リフレッシュ改修工事の推進：計画通り進捗しており、老朽化対策及び教育環境の向上が図られた。

小学校の適正配置の推進：桐ケ丘中学校SFBにおける適正配置検討協議会については、東京都の推計
値及び地域開発の動向から、適正配置を検討することに対して慎重な意見が大勢を占め、協議会を終了
した。十条富士見中学校SFBにおける適正配置検討協議会の開催期間については、２年間を予定してい
たが、合意形成に向けて慎重に協議を進めているため、開催期間を延長した。

（仮称）教育総合センターの設置：検討のまま停止している

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

①授業力の向上
　東京都教育委員会が示した「東京都教員人材育成基本方針」及び「東京都公立学校教員研修体系の
再編・整備に係る基本方針」等を踏まえ、北区における教職員研修を実施することで、教員個々人の授業
力の向上を図ることができている。また、ＩＣＴ環境の整備も計画どおり進行しており、ＩＣＴを活用したわか
りやすく質の高い授業を実施している。校務支援システムについては、平成24年度に導入したシステムの
サポート終了に伴い、平成30年度から新システムを稼働させており、煩雑な校務の効率化等により教職
員の負担軽減を図ることで、児童・生徒と向き合う時間や授業づくりのための教材研究の時間の確保に
寄与している。

②「学びと生活の場」としての学校施設・設備の整備
　当初の計画通りの活動量を得られている。

③学校規模の適正化・適正配置
　東京都北区立学校適正配置計画に基づき、適正配置の検討が必要なブロックについて、着手時期の検
討基準に基づき、三つのグループに分けて、早急な対応が必要なブロックを優先して協議に着手してい
る。

④教育支援体制の整備
　教育相談、就学相談の件数は年々増加傾向にあり相談内容も複雑化しており、より体制の充実が求め
られている。

単位施策
①授業力の向上 ③学校規模の適正化・適正配置

②「学びと生活の場」としての学校施設・設備の整備 ④教育支援体制の整備

施策評価
担当部局

教育振興部 施策所管課
教育政策課・学校改築施設管理課・学校
支援課・教育指導課・教育総合相談セン
ター・学校適正配置担当課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）教育環境の整備

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 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ６　未来を担う人づくり

基本施策 （２）教育環境の整備 ０２０６０２
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区

都

国

その他

今年度、北区教育ビジョン2020策定に向けたアンケート調査
を実施予定

国と都の動きを受けて、学校における働き方改革検討委員会
を設置した。

「学校における働き方改革」に関する検討が国
をはじめ東京都、北区においても進められてお
り、今後、教師が心身の健康を損なうことのな
いよう業務の質的転換を図り、限られた時間の
中で児童・生徒に接する時間を十分に確保し、
児童・生徒に真に必要な総合的な指導を持続
的に行うことのできる状況を作り出すことを目
指すこととなることから、今まで以上に学校現
場において実施する事業について優先順位付
けをするなどの対応が必要となる。

平成25年4月東京都教育ビジョン（第3次）が策定され、10の取組の
方向が掲げられた。その後、平成28年4月東京都教育ビジョン（第３
次）が一部改定され、「取組の方向」等を、「東京都教育施策大綱」
の七つの重点事項を基本として再構成された。
その中で取組の方向８「質の高い教育環境を整える」があり、下記
主要施策が示された。
主要施策21【学校運営力の向上】
・小・中学校の校務改善の推進
主要施策22【学校の教育環境整備】
・非構造部材を含む学校施設の耐震化、ICT機器の活用、特別教室
の冷房設備の整備、校庭の芝生化を推進し、学校環境の整備を行
う。

国の緊急提言を受けて、平成２９年２月に働き方推進プランを策定、
並びに東京都働き方改革に係る補助制度を設立した。

平成30年3月中央教育審議会において第3期教育振興基本計画に
ついて答申がなされ、5つの基本的な方針と21の教育政策の目標な
どが示された。
このうちの1つとして、「教育政策推進のための基盤を整備する」が
あり、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導体制の整備
等」、「ICT 利活用のための基盤の整備」、「安全・安心で質の高い
教育研究環境の整備」、「児童生徒等の安全の確保」の成果目標が
定められている。
また、今後の教育政策の遂行に当たって特に留意すべき視点の1つ
として、「教育投資の在り方」があり、この中で「各教育段階における
教育の質の向上のための教育投資の確保」が示されている。

平成２９年３月文部科学省より、新学習指導要領の告示が行われ
た。
平成２９年８月中央教育審議会より、学校における働き方改革に係
る緊急提言が示された。

国や東京都の動向を踏まえつつ、「学校にお
ける働き方改革」について北区においても検討
を進めていき、できることから順次対応してい
く。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

本基本施策は、ソフト・ハード両面からの施策を積み上げることで達成しうるものと考えられる。
その点において、各単位施策はおおむね順調に進んでいるということができ、このことから「教育環境の
整備」が図られているものと考えられる。

施策全体としての進捗はおおむね良好に進んでいる。
今後も、平成34年度までの公立小学校児童・中学校生徒数の微増が推計されていることなどにも留意
しつつ、長期的には社会全体として人口減少と少子化が進んでいく状況に対応した教育環境の実現の
ため、ソフト面・ハード面ともに充実させ、引き続き学校教育の質の向上を図っていくことが重要である。

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

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 ④教育支援体制の整備

施策の方向
についての

妥当性

平成30年４月「教育総合相談センター」を設置し、総合相談窓口の開設、不登校相談担当スクールカウン
セラーを配置し、教育相談体制の充実を図った。

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

「学びと生活の場」としての学校施設・設備の整備

②重点事業及びその理由

学校の改築：多額の事業費がかかることから、区財政等を勘案しながらも計画事業として位置付けて計画的な
実施が必要である。また、改築時期を迎えた学校が多く存在するため、重点事業として推進すべきと考える。

　中長期的方針

平成31年度に「（仮称）教育ビジョン2020」の策定を予定しており、あらたな施策・事業の構築を検討して
いくこととなるが、本施策は学校教育を推進していく上で基本となる施策であることから、上記重点事業
を中心に引き続き着実な進捗を図っていく。

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 ②「学びと生活の場」としての学校施設・設備の整備

施策の方向
についての

妥当性

これまで以上に「コンパクト」、「高機能・多機能」「フレキシブル」な学校施設、また放課後子ども総合プラ
ンやインクルーシブ教育システムの推進など、新たなニーズにも対応した学校施設の維持管理・更新に
向けて、計画的な改築を進めていく。

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学校規模の適正化・適正配置

施策の方向
についての

妥当性

学校適正配置計画は、北区全体の区立学校の適正配置のあり方を提言した学適審第三次答申を踏まえ
策定したものである。引き続き、地域開発や児童数の動向を見極めていく必要がある。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

区の施策の重要度の項目では「学校教育の充実」につ
いて比較的高いポイント（0.9）を付けているのに対し、
区の施策の満足度の項目では「学校教育の充実」につ
いてはあまり高いポイントを得られていない（0.1）。

　単位施策の検証

単位施策 ①授業力の向上

施策の方向
についての

妥当性

学校における働き方改革に係る緊急提言、新学習指導要領、２０１８年度以降の学校におけるＩＣＴ環境
の整備方針等、国・都の動向に注意しつつ、より一層の推進に向けて取り組んでいく。
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作成日

コード

施策全体としては概ね良好に進んでいる。
今後も、サブファミリーを基盤とした連携を強化し、また学校支援ボランティア事業などの充実により学
校・家庭・地域社会の連携を進めていく。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （３）学校・家庭・地域社会の連携の推進

対象 区立学校の児童・生徒・教職員・保護者・地域住民

意図 子どもたちが地域で健やかにのびのびと育つ環境ができる。

結果
社会の変化にも柔軟かつ主体的に対応できる、豊かな感性と創造的な知性を備えた、未来を
担う人材が育つ。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

家庭教育力向上プログラム
計画のとおり平成29年3月に「北区教育力向上アクションプラン」を策定し、「生活習慣の形成」、「家庭学
習の定着」、「親子のきずなづくり」を柱とした事業の展開を始めた。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

①学校・家庭・地域社会の協働
地域と一体となった特色ある教育を、計画どおり全12サブファミリーにおいて実施しており、地域に根差し
た教育を推進している。
②家庭・地域社会の教育力の向上
ボランティア活動者数については、教職員等の人事異動がある中で学校への事業周知に課題があること
や、ボランティア活動が多様になり、正確なボランティア数を把握することが難しい側面もあることから、年
度により実績に変動がある。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

平成26年度から学校支援ボランティア事業の全校実施により各校活発に活動し、子どもの教育力向上に
一定の成果を出している。今後は、学校関係者や地域に対し学校支援ボランティア事業について、より一
層積極的な周知を図るとともに、サブファミリー間の連携を強化しボランティア活動支援のシステムづくり
をすすめることで、ボランティア数を増加し、より充実した事業運営につなげていく必要がある。

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ６　未来を担う人づくり

基本施策 （３）学校・家庭・地域社会の連携の推進 ０２０６０３

単位施策

①学校・家庭・地域社会の協働

②家庭・地域社会の教育力の向上

施策評価
担当部局

教育振興部 施策所管課
教育政策課、生涯学習・学校地域連
携課

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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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

教育ビジョン2015では、5つの柱の1つとして「家庭・地域の教
育力向上の支援」を掲げている。

　文部科学省からは、学校支援地域本部事業
から、地域学校協働活動へ移行へと方向性が
示されているため、北区の教育体制について
検討していく必要がある。

平成25年4月東京都教育ビジョン（第3次）が策定され、10の
取組の方向が掲げられた。その後、平成28年4月東京都教育
ビジョン（第３次）が一部改定され、「取組の方向」等を、「東京
都教育施策大綱」の七つの重点事項を基本として再構成され
た。
その中で取組の方向9「家庭の教育力向上を図る」及び取組
の方向10「地域・社会の教育力向上を図る」があり、下記主要
施策が示された。
主要施策23【家庭教育を担う保護者への支援体制の充実】
・スクールソーシャルワーカー等の活用体制の構築
・「家庭と子供の支援員」の配置
主要施策24【学校と家庭が一体となった教育活動の充実】
・道徳教育に保護者が主体的、積極的に参加できる取組の
連携・推進
主要施策25【地域等の外部人材を活用した教育の推進】
学校支援ボランティア推進協議会の設置促進
主要施策26【学校と地域社会が連携した教育活動の充実】
・放課後子供教室の設置促進

平成29年に社会教育法が改正され、社会総掛かりでの教育
を実現するため、連携協力体制の整備や地域学校協働活動
推進員に関する規定を整備し、「地域学校協働活動」を全国
的に推進している。
また、家庭教育支援としては、平成２９年１月の家庭教育支
援の推進方策に関する検討委員会の報告、また同６月の教
育再生実行会議の第１０次提言などにおいて、家庭教育支援
への取り組みの更なる充実が確認されている。

地域学校協働活動の推進については、他区と
連絡を密にとり、情報収集を行うとともに、北区
内でも他課と協力して検討していく。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

学校教育のための重点施策の中で、「学校・家庭
（PTA）・地域との連携」の項目は、上位には位置してい
ないものの、前回調査と比較すると0.4ポイント上昇して
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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家庭・地域社会の教育力の向上

②重点事業及びその理由

家庭教育力向上プログラム
多様化する家庭環境に対し、地域全体で家庭教育を支えることが求められており、当該求めに対する区の施策
として重要であると考えられる。

　中長期的方針

地域全体で子どもの教育を支えることができるよう、サブファミリーという北区特有のネットワークを基盤
とした各種教育活動の充実を図るとともに、学校支援ボランティア事業の充実を図ることで地域の家庭
力の向上につなげていく。
また、引き続き教育情報の発信を積極的に行うべく、「くおん」の発行を維持していく。

単位施策 ②家庭・地域社会の教育力の向上

施策の方向
についての

妥当性

　学校支援ボランティアの活発化により、子どもの学力向上とともに、子どもたちが多様な価値観に触れ、
人間性や社会性が育つことにつながる。また、教員の負担軽減により、子どもと向き合える時間が増え、
家庭、学校、地域の連携が強くなり、家庭・地域社会の教育力の向上が可能となる。

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）

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

　単位施策の検証

単位施策 ①学校・家庭・地域社会の協働

施策の方向
についての

妥当性

地域全体で家庭教育を支える仕組みづくりが一層求められているため、サブファミリーを基盤とした地域
の多様な主体が連携協力していく環境づくりを推進することが重要である。

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）
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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）

①地域社会との交流促進
学校支援ボランティア活動推進事業については、平成26年度の全校実施より、計画通り目標を
達成できている。
②地域に開かれた学校施設
29年度まで概ね計画どおりに目標を達成できている。29年度は、制度間で不均衡が生じていた
使用料の見直しを図るため、学校設備使用条例、同規則をはじめ、関係規則を整備した。これ
により、制度が簡素化され、わかりやすくなった。31年度に向けては、29年度に整備した学校施
設使用制度の運用方針に基づいて地域開放をすすめていく。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

学校支援ボランティア活動推進事業全校実施から、地域の人々が学校支援ボランティアとし
て、学校や地域の子どもたちの教育活動の支援に活発に協力できるようになり、地域の大人と
子どもの交流が広がった。活動は年度により変動があるが、家庭、学校、地域の連携強化を推
進している。
平成３０年度にコミュニティスクール４校目の導入により、前期目標を達成している。

学校支援ボランティア活動の推進、学校公開講座の実施、コミュニティスクールの開設といった事業を
通して、ハード面ソフト面双方向から、地域の教育力を活用した学校づくりが推進されている。

施策評価
担当部局

教育振興部 施策所管課
生涯学習・学校地域連携課
教育指導課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （４）地域に開かれた学校づくり

対象 協働して子どもの教育を支え地域のコミュニティを醸成しようとする学校と区民

意図 学校の教育活動を公開し学校と地域の連携により、学校支援体制を充実させる

結果 学校が地域コミュニティの核となり、教育の多様性や活性化が図られる

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

コミュニティスクール導入について、計画通り進んでいる。

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 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ６　未来を担う人づくり

基本施策 （４）地域に開かれた学校づくり ０２０６０４

単位施策

①地域社会との交流促進

②地域に開かれた学校施設
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区

都

国

その他

区民の区政や地域活動への参加を促進するために、
区政情報の公開（31.6％）が も多く、多様な手段によ
る区政情報の発信（23.8％）、ボランティア等の情報提
供（10.4％）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

「北区教育ビジョン２０１５」を策定し、これまでの家庭・地域・
学校の連携と協働をさらに進め、より一層質の高い教育力を
目指して様々な取り組みを実施している。

区立小中学校では、地域に開かれた学校づくりのもと、教育
活動や環境整備等に地域の教育力を活かした支援を求めて
おり、学校に対する保護者や地域の期待や関心がより高まっ
ている。

文部科学省からは、学校支援地域本部事業か
ら地域学校協働活動へ移行へと方向性が示さ
れている。地域とともにある学校に転換するた
めの仕組みとして、「コミュニティースクール」と
学校支援地域本部を発展させた「地域学校協
働本部」は体制の両輪であり、その一体的推
進の仕組みの構築が有効であるとしている。

平成29年の社会教育法が改正され、これまでの「教育支援活
動」を基盤として、より効果的な展開を促進するため、国の補
助事業を活用した各種事業を行い、区市町村に対して財政的
支援のほか、先進事例の紹介、事業関係者の研修等を行
い、「地域学校協働活動」の推進を図る。

平成29年の社会教育法改正により、社会総掛かりでの教育
を実現するため、連携協力体制の整備や地域学校協働活動
推進員に関する規定を整備し、「地域学校協働活動」を全国
的に推進している。

平成２７年中央教育審議会答申にて、地域と学校が連携・協
働して地域学校共同活動を積極的に推進していくことが必要
であり、そのためには全ての公立学校がコミュニティ・スクー
ルを目指すべきと示された。

開かれた学校づくりをめざし、学校、家庭、地
域が一体となって子どもの教育の活性化に努
めていくという視点は大切であり、それに沿っ
た事業展開を推進していく。北区の教育体制を
今後どうしていくか、他区と連絡を密にとり、情
報収集を行うとともに、北区内でも他課と協力
して検討していく必要がある。
国・都がコミュニティ・スクール導入に関する施
策・補助制度を考えているため、利用する。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

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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　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

地域社会との交流促進

②重点事業及びその理由

コミュニティスクールの導入をより一層推進し、家庭、学校、地域の連携を進めることによって、地域と子どもの交
流が広がり、子どもたちが多様な価値観に触れ、人間性や社会性が育つことが期待できる。

　中長期的方針

現在の取り組みの状況は、学校の実情により内容や規模は異なるものの年々活動は広がっている。今
後は、サブファミリー内の連携した取組みにつなげるためにも、スクールコーディネーターの活動やボラ
ンティア活動を中心とした地域教育が、より円滑に進められるような環境整備が求められている。コー
ディネーター同士の交流の機会や、事業に関する学校・地域への広報活動が重要である。

単位施策 ②地域に開かれた学校施設

施策の方向
についての

妥当性

学校側にかかる事務負担を軽減しつつ、地域のニーズを踏まえながら、地域コミュニティの活動の場とし
て学校施設の地域開放をすすめていく必要がある。

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）

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　単位施策の検証

単位施策 ①地域社会との交流促進

施策の方向
についての

妥当性

コミュニティスクールの導入によって、家庭、学校、地域の連携が強化され、地域と子どもの交流が広が
り、子どもたちが多様な価値観に触れ、人間性や社会性が育つことが期待できる。
国や都の動向からも、コミュニティ・スクールの導入をより一層推進していく必要がある。
広報誌や研修会を通じて学校や地域に対し、活動の周知、情報共有の更なる強化が必要。

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

対象 北区在住の青少年

意図 青少年の地域活動等への参加を促進するともに、地域環境の整備を推進する。

結果 青少年の社会参加が促進される。

　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）

平成２９年度は地域環境づくり推進活動参加人数の参加者数が減少しているが、これは、事業
実施時期に荒天日が多く、多くの事業が中止されたためである。
地域環境づくり推進活動事業は、例年どおり計画された。
あいさつポスター作品募集において、応募点数が毎年増えており、児童生徒の地域環境づくり
啓発活動への関心が高まっていると言える。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

「□□大運動会」・「○○まつり」等の広く地域住民が参加できる青少年地区委員会事業は、基
本施策の目的達成に有効であったと考えられる。
平成２９年度は青少年地区委員会事業の実施事業数・参加者数が減少しているが、これは、
事業が集中する秋季に荒天日が多く、多くの事業が中止されたためである。

「青少年の社会参加の促進」・「青少年を育む地域環境の整備」施策は、各青少年地区委員会の地区
委員の努力により、地域に根ざした活動として定着しているが、青少年地区委員会委員数は減少傾向
にあり、活動の担い手の確保が課題となっている。

単位施策

①青少年の社会参加の促進

②青少年を育む地域環境の整備

施策評価
担当部局

教育振興部 施策所管課 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 （５）青少年の健全育成と自立支援

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ６　未来を担う人づくり

基本施策 （５）青少年の健全育成と自立支援 ０２０６０５
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区

都

国

その他

「放課後子ども総合プラン(わくわく☆広場)」の実施により児童
館の統合及び「子どもセンター」・「ティーンズセンター」への移
行が行われ、従来青少年地区委員会と児童館が共催して実
施してきた小学生向け事業の見直しが求められてきている。

青少年地区委員会委員数の減少・高齢化に伴
い、地区委員会活動の若手の担い手の確保
が課題となってくる。

青少年のダイバーシティの意識を育む取組を強化するため、
事業の再編を行い、「青少年応援プロジェクト」・「ダイバーシ
ティ研修」事業を開始するとともに、「こころの東京革命協会」
（青少年関係団体等民間団体で構成）を、平成30年3月末で
解散した。

平成２１年４月に施行された「青少年インターネット環境整備
法」に基づき、平成２７年７月には第３次の基本計画が策定さ
れた。平成２９年６月には同法が改正・交付され、フィルタリン
グの利用促進を図るための所要の措置を講ずることとなっ
た。平成２８年７月には「第３次児童ポルノ排除総合対策」が
取りまとめられた。

地域で積極的にリーダーシップを発揮できる青
少年を育成するため、北区青少年委員会と北
区教育委員会が共催して実施している「ジュニ
アリーダー研修会」「シニアリーダー研修会」参
加者へ地区委員会から参加費の助成を行い、
各研修会への参加を促し、修了生の地域活動
への積極的参加・若手の担い手の確保につな
げていく。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

子育て支援で区が力を入れるべきと思うことの第3番目
に、「地域で子どもたちを守り育てるという意識の高揚」
(20.7％)が挙がっており、前回調査時の15.0％から大き
く増加している。

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

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

青少年の社会参加の促進

②重点事業及びその理由

青少年地区委員会等の地域の活動を強化し、青少年に社会活動を促すことが青少年の健全育成につながるた
め。

　中長期的方針

青少年の健全育成に対する地域の役割は大きい。学校・家庭・地域で連携を取り、青少年の社会参加
の機会を増やしていく。また、環境整備をすすめ、地域ぐるみで青少年の健全育成を図っていく。

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 ②青少年を育む地域環境の整備

施策の方向
についての

妥当性

各青少年地区委員会が、あいさつ運動・パトロール等の地域環境浄化活動を実施している。全体としては
引き続き維持推進していくべきであるが、図書等自動販売機調査事業は対象自販機が無くなったため廃
止した。「青少年に有害なビラ・チラシお断りステッカー」の作成・配布事業は見直しが必要である。

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）

　単位施策の検証

単位施策 ①青少年の社会参加の促進

施策の方向
についての

妥当性

各青少年地区委員会が、それぞれの地域の実情に合わせた事業を実施し、地域に定着している。
青少年地区委員会委員の担い手の不足・高齢化が問題となっている。
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作成日

コード

人権の尊重及び平和の推進については、いずれも長期的な視点で事業を継続していくことが、地球市
民を育む意識づくりに必要である。また、各事業のなかで行ったアンケートにおいても、事業の継続を求
める声が多く寄せられており、今後も平和・人権意識の向上を図っていく。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）地球市民を育む意識づくり

対象 すべての区民

意図 人権の尊重、平和の推進、国際理解の推進

結果 人権・平和意識の向上を図る

　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）

継続的に普及啓発活動を行ったことで、人権講演会の来場者数及び平和祈念事業の来場者数は共に増
加傾向にある。若い世代への普及啓発を工夫するなど引き続き、人権の尊重及び平和の意識の向上を
図っていく。

ＡＬＴ（外国語指導助手）について、全北区立小・中学校に配置しており、外国語授業で活用されている。
また、北区立滝野川紅葉中学校でイングリッシュプラザを開設、放課後に英会話を楽しめる環境を構築し
ている。以上のことから、国際理解の推進について目標を達成していると考える。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

効果的に人権啓発活動を行うため、人権講演会や区民まつり等の事業で、人権擁護委員による普及啓
発チラシの配布等を行っている。また、小中学校からの協力を得て実施している事業もあり、次代を担う
子供たちの人権意識の向上を図っている。
平成２９年度に北区とウォルナットクリーク市間でパートナーシティ協定を結んだことに伴い、長年続けて
いた北区中学生とセブンヒルズスクール生との交換派遣人数も２５名から４０名に拡充した。また、セブン
ヒルズスクール生が来日した際には、北区内の幼・こども園・小・中学校にて交流授業を行っている。

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ７　グローバル時代のまちづくり

基本施策 （１）地球市民を育む意識づくり ０２０７０１

単位施策

①人権の尊重

②平和の推進

③国際理解の推進

施策評価
担当部局

総務部、教育振興部 施策所管課 総務課、教育指導課

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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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

国や都の指針等を踏まえて、人権教育の啓発及び平和に対
する意識の高揚を図っている。
新学習指導要領に伴い、小学校高学年の外国語授業の先行
実施を行っている。
外国籍の児童向けに、日本語適応指導員の派遣を行ってい
る（小学校１・2年生）。

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国
や東京都では、更なる人権意識の醸成を図る
こととしており、区においても引き続き区民に対
して人権意識の向上を図っていく必要がある。

平成２７年８月に「東京都人権施策推進指針」の見直しを行
い、国や区市町村、企業等と連携を図り、人権意識を醸成す
るため、様々な施策を展開することとしている。また、東京２０
２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、人権尊重都
市「東京」を国内外に向けて発信していくとしている。
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向
け、オリパラ教育委託金を法整備、１校あたり２０万円（平成３
０年度）の予算で健康づくりや国際理解教育を推進している。

平成１４年３月に策定（平成２３年４月一部変更）した「人権教
育・啓発に関する基本計画」に基づき、人権が共存する人権
尊重社会の早期実現に向け、人権教育・啓発を総合的かつ
計画的に推進することとしている。 人権施策を総合的かつ計画的に推進する方

向性は今後も継続していくと予想される。また、
民間企業やNPO等においても様々なイベント
が実施されることが期待される。

人権の尊重及び平和の推進のため、様々なイベントが民間
企業、NPO等において実施されている。
新学習指導要領の告示がされ、小学校高学年に外国語科が
新設された。（２９．３）

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 29年度 アンケート（平和展）（人権講演会）

国際交流において重視していくべき施策として、「国際
交流ができる場や機会の拡大」が３割半ば、「様々な海
外都市との交流推進」が１割強との結果が出ている。

平和の大切さを改めて実感した、人権問題について考
える機会となったとの意見をはじめ、事業の継続を希望
する回答が多く、来場者の事業に対する満足度は高
い。

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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人権の尊重
平和の推進

②重点事業及びその理由

人権の尊重及び平和の推進については、長期的な視点で事業を継続することが求められる。

　中長期的方針

今後も引き続き国や東京都の動向を踏まえて事業を推進する。また、区民、企業、区民活動団体と連
携し、人権・平和意識の向上を図っていく。

単位施策 ②平和の推進

施策の方向
についての

妥当性

「北区平和都市宣言」の理念の普及と、平和について考える機会となるよう平和祈念事業を推進してい
く。特に次代を担う子どもたちに対する普及啓発活動を強化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 ③国際理解の推進

施策の方向
についての

妥当性

新学習指導要領において、小学校高学年に外国語科が新設されるなど、国・都の方針で一層の推進を求
められているため、今後も国際理解教育は必要になると考えられる。

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

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

　単位施策の検証

単位施策 ①人権の尊重

施策の方向
についての

妥当性

インターネットによる人権侵害や街頭等でのヘイトスピーチ、また犯罪被害者への支援などについて、
様々な視点において幅広い世代の区民が、人権について考える機会となるよう人権尊重への普及・啓
発・学習活動を推進していく。

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
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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）

区民の国際感覚を養い、異文化への理解を深めるため、海外の友好都市との相互交流は引き
続き推進していく。国際協力については、NPOや区民活動団体と連携を図りながら意識の向上
を図る必要がある。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

海外友好都市との交流は、一定程度の参加者があり、国際交流への意識・関心の高さがうか
がえる。
区民まつりや異文化体験事業等において、NPOやボランティアと連携しながら、引き続き区民
交流の促進を図っていく。

国際的な視野をもった区民の育成を図るため、海外交流都市との相互交流を継続し、一定の成果は上
げている。

施策評価
担当部局

総務部 施策所管課 総務課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）国際交流・国際協力の推進

対象 日本人区民と外国人区民

意図
地域と区民活動団体の連携を図り、区民主体の交流を促進し、日本人区民と外国人区民が交
流できる環境とする

結果 区民の国際感覚を養う

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

地域における国際交流の推進について
区民による草の根交流の推進を図っているが、在住外国人の増加に伴う、新たな課題に対応
するため、地域や区民活動団体とのさらなる連携を図る必要がある。

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 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ７　グローバル時代のまちづくり

基本施策 （２）国際交流・国際協力の推進 ０２０７０２

単位施策

①地域における草の根交流の推進

②区民主体の国際交流の推進

③北区らしい国際協力の推進
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区

都

国

その他

国際化推進のための重点施策として、「国際交流がで
きる場や機会の拡充」、「外国人区民が日本語や日本
文化を学ぶ機会の充実」、「異文化理解に関する教育」
がいずれも３割を超えており高い。

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１６年６月に、北区における国際化推進のあり方、方向に
ついて定めた「北区国際化推進ビジョン」を策定した。このビ
ジョンの考え方に基づき、国際交流を主に推進してきたが、近
年の外国人人口の増加に伴い、多文化共生社会の実現につ
いて喫緊の課題となっている。

平成３０年６月には経済財政運営の指針「骨太
の方針」が閣議決定され、外国人に新たな在
留資格が認められたことや、東京オ２０２０オリ
ンピック・パラリンピック競技大会が控えている
ことで、外国人との交流機会が飛躍的に多くな
ることが予想される。
事業客体の増加に伴い、行政主導では対応し
きれない可能性がある。

１９９７年２月、「生活都市東京構想」の中で、東京都国際化
推進プラン「東京都の国際政策の現状と課題」を策定。課題
ごとに社会状況の変化と国際化の進展に対応し、調整するこ
とと、ＮＧＯ等との協働と連携のあり方や仕組みの検討を深め
ることを体系化して国際化を進めている。

総務省国際室は、地域国際交流推進大綱及び自治体国際協
力推進大綱（平成１２年４月）において、地域が国際化するた
めに民間主導型の国際交流を推進していくとしており、行政
がそのための環境整備等の支援を行っている。

地域の国際化に向け、民間主導型の国際交
流を推進していくために行政として必要な環境
整備等の支援を行っていく。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

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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　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

区民主体の国際交流の推進

②重点事業及びその理由

青少年交流団海外派遣
青少年期に外国との交流を経験することで、若い世代の国際感覚を養い、国際社会に生きる日本人としての自
覚と責任感を育成する。

　中長期的方針

区民主体の国際交流として発展させるため、引き続き区主導から区民主導への切り替えを推進し、区
は情報提供や交流都市である北京市西城区、ウォルナットクリーク市との連絡調整など、側面から支援
していく。

単位施策
②区民主体の国際交流の推進（⇒基本施策020703外国人が暮らしやすい環境づくりの中に内
容の一部を再編することを検討）

施策の方向
についての

妥当性

地域での多文化化は進んでおり、お互いのバックボーンを理解する必要性は増しており、国際感覚を養う
ことは重要である。

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）

単位施策 ③北区らしい国際協力の推進

施策の方向
についての

妥当性

地域で活動する支援団体は欠かせないものである。引き続き、区内にある日本語学校等や外国人支援
団体との連携強化と積極的な活用を実施していく。

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

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　単位施策の検証

単位施策
①地域における草の根交流の推進（⇒基本施策040703外国人が暮らしやすい環境づくりの中
に再編することを検討）

施策の方向
についての

妥当性

在住外国人は増加し続けており、ＮＰＯ・ボランティア等、行政と民間の間で調整する役割を担う団体の育
成・支援等、地域での交流や協力体制を整えていく必要がある。

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）

 
-114-



作成日

コード

対象 外国人区民と日本人区民

意図 外国人区民と日本人区民がともに生活しやすいまちづくり

結果 日本人区民も外国人区民も安心して暮らせる環境となる

　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）

国際交流紙（グローバルシンキング）において、日本の伝統文化の紹介や、北区のイベント紹
介、また、暮らしに関する情報を発信し、生活環境の向上に寄与している。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

日本人と外国人が地域社会において共生していくための方針として、北区多文化共生指針を
平成30年度前半に策定し、「日本人と外国人がともに安心して暮らせる環境づくり」、「多様性を
尊重し、活かす地域づくり」、「多文化共生を推進する人づくり」の３点を基本目標として定めた。
今後は指針に基づき、具体的な施策を検討・実施する。

日本人と外国人が地域で相互理解を深め、ともに安心して心豊かに暮らせるまちを目指し、北区多文
化共生指針を策定。
今後は指針に基づき、単位施策を見直すとともに、庁内の推進体制を構築して具体的な行動計画を策
定していく。

単位施策

①外国人が生活しやすい環境の整備

②多文化共生のしくみづくり

③外国人区民の地域社会への参画の推進

施策評価
担当部局

総務部 施策所管課 総務課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （３）外国人が暮らしやすい環境づくり

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ７　グローバル時代のまちづくり

基本施策 （３）外国人が暮らしやすい環境づくり ０２０７０３
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区

都

国

その他

外国人区民との相互理解の過程で課題が生じている一方
で、外国人区民にも社会での活躍が期待されている。これら
の課題を整理して適切な施策を推進するために、日本人区民
と外国人区民が地域で共生していく方針「多文化共生指針」
を平成３０年７月に策定した。

北区人口推計では、外国人人口は増加し続け
る。また、国の施策を受けて、今後は都内各地
域で働く外国人が増えることも見込まれる。

「東京都多文化共生推進指針～世界をリードするグローバル
都市へ～」を平成28年2月に策定。「地域において共に生活す
る」従来の多文化共生の考え方を発展させ、「東京で共に活
躍する」という新たな考え方と、外国人活躍の環境整備・生活
サポートの充実、多文化共生意識の醸成といった施策の方
向性を示している。

「地域における多文化共生推進プラン」を平成１８年に策定。
地域に必要な多文化共生施策の基本的な考え方を明確に
し、コミュニケーション支援、生活支援、多文化共生の地域づ
くり、推進体制の整備等、具体的な施策を推進している。
また、平成３０年７月２４日に開催された閣議で基本方針を定
め、日本で働き、学び、生活する外国人の受け入れ環境を整
備していくこととしている。

より一層、多文化共生を推進し、日本人と外国
人が相互理解を図る必要がある。国の施策の
動向などを踏まえつつ、地域の実情と特性を
踏まえた多文化共生に関する施策を計画的・
総合的に実施していく必要がある。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

国際化推進のための重点施策として、「国際交流がで
きる場や機会の拡充」、「外国人区民が日本語や日本
文化を学ぶ機会の充実」、「異文化理解に関する教育」
がいずれも３割を超えており高い。

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

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 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外国人区民の地域社会への参画の推進（⇒複数の単位施策に再編することを検討）

施策の方向
についての

妥当性

互いの顔が見える関係を構築し、相談や情報交換がしやすくする必要がある。地域レベルでの交流機会
の創出を推進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）

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

やさしい日本語の普及と日本語学習の充実

②重点事業及びその理由

区職員が「やさしい日本語」を習得し、日本語を母語としない外国人区民向けの情報提供を行う。また、多国籍
化の現状を見据え、コミュニケーションの壁を解消するため、日本語学習機会の充実を図る。外国籍の区民（「外
国人区民」という。）が今後も増加が見込まれるため、地域で日本人とのコミュニケーションや情報発信などが行
えるよう、環境を整備していく。

　中長期的方針

「北区多文化共生指針」の基本理念である「日本人と外国人が地域で相互理解を深め、ともに安心して
暮らせるまち」となるよう、外国人区民が国籍を意識することなく、安心して暮らせる北区を実現するた
め、地域での環境の整備や交流機会の創出などについて推進・継続していく。また、今後における基本
施策の成果指標については、外国人区民の意識調査を別途行うなどの工夫が必要と考える。

単位施策 ②多文化共生のしくみづくり（⇒複数の単位施策に再編することを検討）

施策の方向
についての

妥当性

外国人区民への情報提供や生活ルールの周知、地域活動の参加を促すといった役割を担うキーパーソ
ンの育成を地域や外国人支援団体などとの連携により推進し、住民同士の助け合いの仕組みを構築して
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）

　単位施策の検証

単位施策 ①外国人が生活しやすい環境の整備（⇒複数の単位施策に再編することを検討）

施策の方向
についての

妥当性

外国人区民の行政情報受信の問題は重要であり、やさしい日本語の普及を推進するとともに、引き続
き、多言語での情報発信を推進していく。また日本語習得の機会は今後も需要が増えると予測される。
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作成日

コード

男女共同参画意識の向上のため、スペースゆうにおける講座及び事業については今後も継続して行っ
ていく必要がある。
一方で、時代とともに啓発すべき課題や受講者ニーズは変化しており、的確に課題やニーズをとらえた
上で、スペースゆうでの講座及び事業を実施していく必要がある。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）男女平等の意識づくり

対象 社会のあらゆる分野における男性と女性

意図 さまざまな学習機会や啓発活動に携わる機会を得ている

結果 男女共同参画意識の向上が図られる

　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）

スペースゆうにおける講座及び事業への参加者数は一定の数字を維持しており、周知も十分
行っているが、講座及び事業によっては参加者が少ないものもある。今後については、より社
会的にインパクトがあるキャッチフレーズで参加者を募集するなど工夫も必要である。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

スペースゆうでの男女共同参画推進団体の登録数の動きについて、平成２７年度は新規２件
で未更新１０件、平成２８年度は新規３件で未更新９件、平成２９年度は新規３件で未更新８件
となっている。

男女共同参画の推進のためには、各種意識啓発の取り組みによる、男女共同参画に係る継続
的な活動と、また新たな課題やニーズをとらえた活動の立ち上げなど、区民の自主的な活動が
活性化されることが重要である。特に活動立ち上げの支援を積極的に行うことが必要である。

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ８　男女共同参画社会の実現

基本施策 （１）男女平等の意識づくり ０２０８０１

単位施策

①学習・啓発による男女共同参画意識の向上

施策評価
担当部局

子ども未来部 施策所管課 男女いきいき推進課

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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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

スペースゆう（男女共同参画拠点施設）での啓発講座等の開
催をしており、男女共同参画の意識向上を図っている。

事業自体が縮小されることはないが、講座の
内容については、時代の変化とともに求められ
るテーマが変わっていくとみられる。

東京ウィメンズプラザを中心に職務研修及び啓発講座等を実
施している。

国立女性会館等などでセミナーや研修、シンポジウム等を開
催している。そのほか、平成２８年４月から女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律の施行に伴い、個人向けや
自治体向けの事業を増やしている。

男女共同参画社会実現のために、区民等に対
して、どのような意識啓発が必要とされ、効果
的であるのかを的確に把握する必要がある。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

区の施策の満足度と重要度の相関について、0.0点か
らの評価点について、「男女共同参画社会づくりの推
進」の項目は、全体的に満足度と重要度ともに低く、よ
り一層啓発活動をする必要がある。

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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学習・啓発による男女共同参画意識の向上

②重点事業及びその理由

今後はＳＯＧＩ（性的指向・性自認のあり方）が尊重される社会の実現に向けた意識の向上も重要である。
（新たに単位施策を設けることを検討）

　中長期的方針

平成１８年４月に施行した北区男女共同参画条例の理念に基づく「男女共同参画」について、広く区民
の方に理解を深め、男女共同参画に関する意識を高めてもらうために、引き続き講座等の啓発活動を
行う。
また、ＳＯＧＩ（性的指向・性自認のあり方）が尊重される社会の実現に向けて、どのように対応していく
べきか、全庁的な課題として取り組む必要がある。

単位施策 ①学習・啓発による男女共同参画意識の向上

施策の方向
についての

妥当性

男女共同参画社会実現に向けて今必要とされるテーマや区民のニーズをとらえたテーマに沿った事業を
継続的に実施していく必要がある。特に若年層に対するデートＤＶや性被害防止についての意識啓発を
行うなど、今まで講座やセミナーの受講対象層から漏れていた方に対する施策を打ち出す必要がある。

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

　単位施策の検証
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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）

審議会等の委員構成はあて職によることが多く、各団体等のリーダーの多くが男性であること
から、女性の登用が現実的には厳しい状況にあり、国の目指す女性参画率の数字に届かない
現状がある。
北区配偶者暴力相談支援センターのこころと生き方・ＤＶ相談者数及びＤＶダイヤル相談者数
は、成果指標を設定すべきものではないが、毎年件数が増加している。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

審議会等の委員構成は男性の割合が多く、女性の登用が進んでいない状況であり、女性の参
画率を上げるために啓発活動をさらに推進する必要がある。
北区配偶者暴力相談支援センターについては、平成２８年４月に開設しており、計画事業として
順調に推移している。

男女共同参画の視点からの防災対策の充実については、女性が避難生活において我慢を強いないた
めの相談体制を構築するとともに、避難所における女性リーダーの育成に向けて施策を推進していく。
基本計画にある「北区配偶者暴力支援センターの整備」については平成２８年４月に機能整備が完了
し、ＤＶ専用ダイヤルをはじめ相談者支援に適切に対応できている。

施策評価
担当部局

子ども未来部 施策所管課 男女いきいき推進課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）男女共同参画の推進

対象 社会の様々な分野で活躍する男性と女性

意図 男性も女性も個人として尊重され、相互に助けあい、支え合っている

結果 男女共同参画社会が推進される

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

男女共同参画の視点を踏まえた防災対策の充実について、スペースゆうと協定団体との間で
締結した相談態勢については確立しているが、女性の視点に立った防災対策に係る協議体の
設置及び防災における女性リーダーの育成については実施方策の検討を行っている。
北区配偶者暴力相談支援センターの設置については、平成２８年４月に当センターの機能を整
備し、ＤＶ専用ダイヤルを設置したことにより、相談件数が年々増加しているとともに、適切な相
談への振り分けが実現しき、相談者支援に大変有効な役割りとなっている。

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 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ８　男女共同参画社会の実現

基本施策 （２）男女共同参画の推進 ０２０８０２

単位施策

①男女共同参画社会の推進

②暴力防止の総合的な支援の推進
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区

都

国

その他

女性が活躍する社会のための重点施策についての質
問で、複数回答において、女性の就労の場や機会の拡
大が48.9%と高い数字になっている。

配偶者からの暴力の被害を１回以上受けた人の割合が
26.1%あるが、そのうち公的な機関に相談したのは1％程
度に過ぎなかった。被害者が必要とされる支援に適切
につなぐため、相談体制の充実と周知が継続して必要
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

第５次アゼリアプランが平成２７年度から５年計画で策定され
ているが、平成３０年３月に中間の見直しを行った。その後、
第６次アゼリアプラン策定のため、区民・事業者・町会自治
会・中学生を対象とした男女共同参画に関する意識・意向調
査を行っている。

区では、第６次アゼリアプラン策定のために男
女共同参画審議会に諮問し、答申を受けた上
で具体的な課題に対する施策の方向性などを
決定する。
また、都や国の動向も踏まえて施策に反映さ
せる必要がある。都は、平成29年３月に「東京都男女平等参画推進総合計画」

を策定した。総合計画は、「東京都女性活躍推進計画」と東
京都配偶者暴力対策基本計画」で構成され、本計画に基づ
き、男女が対等な立場であらゆる活動に参画し、責任を分か
ち合う男女平等参画社会の実現を目指している。

国は、平成27年12月に決定した第4次男女共同参画基本計
画の中で、平成37年度末までの基本的な考え方並びに平成
32年度末までを見通した施策の基本的方向及び具体的な取
り組みを定めている。

また、男女共同参画社会基本法に基づいて平成29年3月に
策定した第２次男女共同参画プランでは、基本計画の多様性
の尊重を踏まえた内容となっている。

従来からある男女共同参画に係る施策のほ
か、ＳＯＧＩ尊重の意識啓発やＬＧＢＴ等の当事
者支援などの新たな課題に対する施策を全庁
的に検討していく。

世田谷区では、平成30年4月に「多様性を認め合い男女共同
参画と多文化共生を推進する条例」を制定し、男女共同参画
社会のほか、多文化共生社会を目指す施策を打ち出してい
る。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 29年度
男女間における暴力に関する調査報告書
（内閣府男女共同参画局）

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

 
-122-



①重点施策

男女共同参画社会の推進

②重点事業及びその理由

男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画活動拠点であるスペースゆうの機能を十分に活用し、区民
の意識啓発や学びの態勢支援を行う。

　中長期的方針

従来からある男女共同参画に係る施策のほか、ＳＯＧＩ尊重の意識啓発やＬＧＢＴ等の当事者支援など
の新たな課題に対する施策を全庁的に検討していく。

単位施策 ②暴力防止の総合的な支援の推進

施策の方向
についての

妥当性

ＤＶ被害者からの相談については、寄り添って相談を受ける必要があり、またその内容も多岐にわたって
いることから、相談態勢の充実を図っていく。

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

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　単位施策の検証

単位施策 ①男女共同参画社会の推進

施策の方向
についての

妥当性

時代とともに男女共同参画社会の実現に向けた取り組みは変化していくものの、様々な問題に対して適
切に対応していく姿勢は今までどおり必要である。

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

　重点を置く単位施策・事業
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作成日

コード

対象 様々な仕事に就いている男性及び女性

意図 仕事と生活がバランスよく両立されている

結果 男女とも仕事と生活がともに充実した生活を送ることができる

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業については、区報やＨＰによる広報に加え、王子法人会や社
労士会等の協力を得て周知啓発に取り組んでいる。
なお、ワーク・ライフ・バランスの考え方はすでに社会的な認知は進んでいるものの、国のすすめる働き方
改革や女性の活躍推進等を受け、区内事業所におけるワークライフバランスの取り組みを推進し、勤労
者のワークライフバランス実現を図る必要がある。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

ワーク・ライフ・バランスに係る活動指標は目標数を維持しているが、実効性のある事業となるよう見直し
が必要である。
女性の就労支援に係るセミナーについては会場の定員に対し、参加人数をかなり満たしているが、託児
については受け入れ数が限られているため、参加をあきらめている方もいるのが実情である。
子育て支援策では、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。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

ワーク・ライフ・バランス推進企業認定及び推進アドバイザー派遣について、今後は王子法人会等の商工
団体とも連携し、さらに取り組みを強化する必要がある。
キャリアアップセミナーや起業家支援セミナーについては、セミナーを受講された後にステップアップした
り、起業に結びついた方は少ない。これは、環境や条件が整えられるのに時間がかかるためである。
就労形態の多様化に伴い、求められるサービスの変化にも対応しながら、継続して保育サービス及び介
護サービスの充実を図っていく必要がある。

ワーク・ライフ・バランス推進企業認定及びワーク・ライフ・バランス推進アドバイザー派遣については、
継続的に取り組むべき事業であるが、応募企業が少ない年もあり、周知やＰＲにさらに工夫が必要であ
る。
女性の活躍推進に係るセミナーについては、国の女性の活躍推進法に準拠した内容となっており、参
加者の関心も高く、今後も継続していく必要がある。
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対応して、子育て施策の充実
及び介護サービスの拡充を図る必要がある。

施策評価
担当部局

子ども未来部 施策所管課 男女いきいき推進課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （３）男女の仕事と家庭の両立支援

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ８　男女共同参画社会の実現

基本施策 （３）男女の仕事と家庭の両立支援 ０２０８０３

単位施策

①仕事と家庭生活の両立支援
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区

都

国

その他

女性が活躍する社会のための重点施策についての質
問で、複数回答において、女性の就労の場や機会の拡
大が48.9%と高い数字になっている。

男女が共に仕事と子育てを両立できる環境の整備に向
けて、多様で柔軟な働き方を可能とする環境整備が必
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

北区男女共同参画条例の理念の一つとして「家庭生活と社
会的活動との均衡と調和のとれた生活を営むことができるこ
とを挙げている。
また、北区男女共同参画行動計画（アゼリアプラン）の目標の
一つに「仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会」を置い
ており、それに基づいて施策を実施している。
議会においても、平成３０年度予算編成の要望書において公
明党からワーク・ライフ・バランスに対する取り組みの強化が
要望されている。

ワーク・ライフ・バランスに対する認知度が高
まっているが、国の働き方改革や女性の活躍
推進法を受けた見直しなどが必要となる。
区では、第６次アゼリアプラン策定のために、
男女共同参画審議会に諮問し、答申を受けた
上で具体的な課題に対する施策の方向性など
を決定する。
都では、女性の活躍推進に係る施策の遂行の
ほか、多様性社会（ダイバーシティ）への取り
組みを強化する動きがある。

平成28年2月に東京都女性活躍推進白書を策定し、女性がよ
り活躍するための体系図をもとに男性も女性もいきいきと豊
かに暮らせるまちを目指している。
また、すべての女性が意欲と能力に応じて、多様な生き方が
選択できる社会の実現に向けて、女性の活躍促進に取り組
む企業や団体、個人を表彰している。

国は、平成28年に策定された女性の活躍推進法のほか、働
き方改革法案が成立した。

認定企業に応募する際の対象企業を拡大した
り、認定企業になるメリットを訴えていくなど、
ワーク・ライフ・バランス推進に向けた機運の醸
成を図る。
女性の活躍推進については時限立法である
が、今後については区にの動きを見極めなが
ら対応していく。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 29年度
仕事と生活の調和レポート２０１７
（仕事と生活の調和連携推進・評価部会）

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
①仕事と家庭生活の両立支援（⇒ワーク・ライフ・バランスの支援と女性の就労支援という２つ
の単位施策に再編を検討）

施策の方向
についての

妥当性

ワーク・ライフ・バランスの認知度は広がっているが、中小企業の取り組みを推進するため、引き続き周知
を図るとともに、啓発活動に取り組む必要がある。
また、働く意欲がある方が仕事と子育て・介護等との二者択一を迫られることなく働き続け、誰もがいきい
きと生活できる社会を目指すため、子育て施策や介護サービスの充実に一層力を入れるべきである。

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）

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

女性の就労支援

②重点事業及びその理由

女性の活躍推進事業
結婚や出産を機に一度社会との距離を置いた女性は、自己実現（キャリアデザイン）に対する意識が乏しく、経
済的自立に対する意識も薄い。多様な生き方が選択できる時代に、女性の貧困や子どもの貧困を生まないため
にも、女性の就労支援はさることながら、自己実現・経済的自立に向けた女性の意識啓発や男性への意識改革
を行う必要がある。

　中長期的方針

北区男女共同参画行動計画はもとより、国及び東京都の計画においても「仕事と生活の調和」（ワーク・ライフ・
バランス９は取り上げられており、北区でも引き続き取り組むべき大きな課題である。
国の女性活躍推進法や働き方改革を受けて、より一層女性の活躍が推進されるよう、自己実現や経済的な自
立へのアプローチなど、男性を含めた意識啓発に努めていく。
就労形態の多様化に伴い、求められるサービスの変化に対応して、保育サービス及び介護サービスの充実を
図っていく。

　単位施策の検証
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作成日

コード

消費生活情報の提供については、北区ニュースやホームページによる広報のほか、月２回のメールマ
ガジンで 新の事故情報や悪質商法の注意喚起などを発信することで被害防止につながっている。
消費者講座、出張講座や消費生活フェアなどをきっかけとして、消費者相談・多重債務相談に結びつく
など成果を上げている。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）消費者の自立支援

対象 すべての区民

意図
消費者一人ひとりが的確な判断をして合理的な消費行動ができるように、情報や学習する機会
の提供を行うことで、消費者の主体的行動を支援する。

結果 自らの安全・安心な暮らしを守ることができる自立した消費者になる。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

消費者教育の推進

区内のすべての小・中・高校に対して出張講座の案内を送付し申込みに応じて随時出張講座
を実施、また親子向け、成人向けの消費者講座を実施し消費者教育の推進を図っている。
なお、都内の区市町村で基本方針を策定しているのは平成２９年度現在八王子市のみであり、
「（仮称）北区消費者教育推進基本方針」の策定はペンディング。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

消費者講座の参加者、出張講座の受講者及び消費生活フェアの入場者は一定数で推移し、北
区「安心・安全」・快適メールマガジン「消費生活情報」の登録件数については、年々増加してい
ることから、おおむね達成している。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

悪質商法の被害や商品・サービスに関する苦情は複雑化かつ多様化しているため、 新の事
故情報や悪質商法の注意喚起は継続して行う必要がある。

基本目標 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ９　主体的な消費生活の推進

基本施策 （１）消費者の自立支援 ０２０９０１

単位施策

①消費生活情報の提供

②消費者教育の推進

③主体的な消費者活動の支援

④次世代につながる消費生活の推進

施策評価
担当部局

地域振興部 施策所管課 産業振興課

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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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

平成28年3月「東京都北区消費生活センターの組織及び運営
に関する条例」施行
国の基本方針や都の基本計画を踏まえ、幼児期から成
人期までのライフステージに応じた消費者教育の推進
を図っていく。

2022年、民法の成年年齢が18歳になることで、
未成年者契約の取消しができる年齢が変更に
なる。
高齢化の進行に伴い、世帯主の年齢が６５歳
以上の単独世帯はしばらく増加傾向であり、高
齢者の単独世帯の約６割が後期高齢者の単
独世帯となる。（「東京都消費生活基本計画」
参考）

平成25年3月「消費生活基本計画」策定
平成25年8月「東京都消費者教育推進計画」策定
平成30年3月「東京都消費生活基本計画」策定（基本計画と
教育推進計画を一体的にしたもの）（2018年度から2022年
度）

平成24年12月「消費者教育の推進に関する法律」施行
平成25年6月「消費者教育の推進に関する基本的な方針」閣
議決定
平成27年3月「消費者基本計画」「消費者基本計画工程表」を
閣議決定
2015年９月持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が国連サミットで採
択
平成30年3月「消費者教育の推進に関する基本的な方針」
（平成25年閣議決定したものの変更）

１８歳や１９歳の消費者被害が増える恐れがあ
る。いつも手元にあるスマホで情報収集、勧
誘、契約締結、決済に至る一連の行為が可能
となり、より解決が難しいトラブルに合うことが
予想されるため、区内中学・高校への講座の
実施や、新たにＰＴＡ向けの講座の実施等、若
者の消費者被害を未然に防ぐための消費者教
育の充実を図る。
社会的弱者である高齢者や障害者の消費者
被害防止のための見守り体制の強化や、効果
的な注意喚起・情報発信を行う必要がある。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

消費者の保護・自立支援の推進に関して、20～59歳と
比べて60歳～は約1.4～２倍、重要度が高いと考えてい
ることがわかる。

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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消費者教育の推進

②重点事業及びその理由

消費者一人ひとりが知識や判断力を習得し、主体的に選択するなど自立した消費者として行動できるよう、成年
年齢の引下げに伴う若者への消費者教育や社会的弱者である高齢者・障害者等への消費者教育を実施するた
めの出張講座の充実を図る。

　中長期的方針

消費者が自らの判断で主体的に行動できる「自立した消費者」となれるように消費生活情報の提供や
出張講座の開催方法など工夫し、学習の機会を充実するとともに、持続可能な社会の形成に貢献する
消費行動を促進するため「人や社会、環境に配慮した消費行動」である「エシカル（倫理的）消費」の理
念を、広く普及啓発し、理解の促進を図る。

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

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
④次世代につながる消費生活の推進（⇒持続可能な消費生活の推進　※単位施策名変更を
検討）

施策の方向
についての

妥当性

消費者の持続可能な社会の形成に貢献する消費行動を促進していく必要がある。そのため、「人や社
会、環境に配慮した消費行動」である「エシカル（倫理的）消費」の理念を普及啓発し、理解の促進を図る
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

　単位施策の検証

単位施策 ①消費生活情報の提供

施策の方向
についての

妥当性
消費生活情報を適切に提供して注意喚起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消費者教育の推進

施策の方向
についての

妥当性

幼児期から成人期までのライフステージに応じた消費者教育を推進することで自立した消費者の育成を
図っていく必要がある。

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 ③主体的な消費者活動の支援

施策の方向
についての

妥当性

消費者団体の構成員が年々高齢化しているため、団体としての継続困難な団体が増えている。適正な消
費者団体が存続している間は引き続き支援し協力していく。
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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）

相談件数は毎年2,200件～2,500件を推移し、相談内容は複雑で多岐にわたり高度化している
なか、積極的にあっせんを行い、受け付けた相談の半数以上をあっせん又は助言により問題
解決に導いており、おおむね達成している。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

悪質商法の被害や商品・サービスに関する苦情は複雑化かつ多様化しているため、常に 新
の法制度や悪質商法の手口、事故情報など各種専門知識の収集を研修等に参加して継続し
て行う。

消費生活センターでは、相談内容が多様化・複雑化するなか、相談の半分以上を問題解決に導いてお
り、消費生活の安定に寄与している。また、高齢者の被害防止にあたっては、高齢者あんしんセンター
との連携強化に取り組んでいる。

施策評価
担当部局

地域振興部 施策所管課 産業振興課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）消費生活の安定

対象 すべての区民

意図
複雑化・多様化する区民の消費者問題に的確に対応するため、相談体制の充実や関係機関と
の連携を強化する。

結果
不適正な事業活動や取引行為による消費者被害を救済して、公正なルールの実効性を確保
することで、消費生活の安定が図られる。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

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 ２　一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり

政　　策 ９　主体的な消費生活の推進

基本施策 （２）消費生活の安定 ０２０９０２

単位施策

①相談体制の充実

②安全・安心な消費生活の推進

③関連する機関や団体との連携強化
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区

都

国

その他

消費者の保護・自立支援の推進に関して、20～59歳と
比べて60歳～は約1.4～２倍、重要度が高いと考えてい
ることがわかる。

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3月「東京都北区消費生活センターの組織及び運営
に関する条例」施行
国の基本方針や都の基本計画を踏まえ消費生活相談員を配
置し、消費者の契約に関するトラブルや苦情等の相談に応じ
ている。

2022年、民法の成年年齢が18歳になることで、
未成年者契約の取り消しができる年齢が変更
になる。
高齢化の進行に伴い、世帯主の年齢が６５歳
以上の単独世帯はしばらく増加傾向であり、高
齢者の単独世帯の約６割が後期高齢者の単
独世帯となる。（「東京都消費生活基本計画」
参照）

平成25年3月「消費生活基本計画」策定
平成25年8月「東京都消費者教育推進計画」策定
平成30年3月「東京都消費生活基本計画」策定（基本計画と
教育推進計画を一体的にしたもの）（2018年度から2022年
度）

平成24年12月「消費者教育の推進に関する法律」施行
平成25年6月「消費者教育の推進に関する基本的な方針」閣
議決定
平成27年3月「消費者基本計画」「消費者基本計画工程表」を
閣議決定
2015年９月持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が国連サミットで採
択
平成30年3月「消費者教育の推進に関する基本的な方針」
（平成25年閣議決定したものの変更）

１８歳や１９歳の消費者被害が増える恐れがあ
る。いつも手元にあるスマホで情報収集、勧
誘、契約締結、決済に至る一連の行為が可能
となり、より解決が難しいトラブルに合うことが
予想されるため、区内の小・中・高校と連携を
図り適切な情報の提供を行い、消費生活セン
ターへの誘導を図る。
社会的弱者である高齢者や障害者の消費者
被害防止のための見守り体制の強化や、効果
的な注意喚起・情報発信を行う必要がある。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

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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　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

関連する機関や団体との連携強化

②重点事業及びその理由

悪質商法の被害や、商品・サービスに関する苦情等、高齢者や若者が狙われているため、関係機関等との連携
を強化してセーフティーネットとなることが、被害の未然防止・拡大防止につながる。

　中長期的方針

消費生活相談員を国民生活センターなどの研修に参加させることで、相談技術や知識の向上を図り相
談体制を充実する。また、成年年齢の引下げに伴う若者の消費者被害や高齢者・障害者の消費者被
害の未然防止・拡大防止・早期解決を図るため、関係機関等との連携を強化する。

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

施策の方向
についての

妥当性

若年者の被害防止のため学校との連携を図るとともに、高齢者の消費者被害防止のため、見守りネット
ワーク等と連携を図る必要がある。

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相談体制の充実

施策の方向
についての

妥当性

複雑化する販売形態（店舗・通信）や、高額な被害にあいやすい高齢者、成年年齢の引下げ、架空・不当
請求による被害など、更に多様化していく相談に的確に対応しなければならない。

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 ②安全・安心な消費生活の推進

施策の方向
についての

妥当性
安心・安全な消費生活を送るため引き続き消費者保護を行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

単位施策 ③関連する機関や団体との連携強化
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