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 施策体系図 第4章 
第1節 施策体系図作成の目的と狙い 
 第２章のアンケート調査結果に示したとおり、地方自治体における子供の貧困に関する各種取
組（実態調査、計画策定、子供の貧困対策を主目的とした事業の実施）は、各地域において広が
りを見せている一方、特に小規模の自治体を中心に新規事業等に未着手の自治体も多数存在
する。 

 このような自治体に対し、どのような支援策があれば今後の事業の実施を検討しうるかについて
の質問では、多くの自治体が情報提供や実施事例の紹介を挙げている。 

 また、子供の貧困対策を進める上で、目標・指標が設定されていれば、事業の進展状況を客観
的に把握し、事業内容の改善などに役立てることができると考えられるが、こうした目標・指標の設
定に困難を感じている自治体からは、目標・指標と各施策・事業を合理的に関連付けることが難し
いという回答が多数挙がっている。 

 この背景として、我が国における子供の貧困対策に係る施策実施例や情報の蓄積が十分では
なく、考えられる事業メニューについての情報が不足していることに加え、各事業がどのように子供
の貧困対策としての直接的又は間接的な効果を持ちうるかが見えづらいという状況があるものと考
えられる。 

 このため、各自治体が子供の貧困に関する事業の拡充や立ち上げを検討する際の参考となるよ
う、子供の貧困対策関連施策の体系化、目標・指標の設定、具体の事業との関連付けといった点
において、国内で先進的な自治体の取組を紹介することとしたい。対象自治体の選定に当たって
は、実施施策の幅広さや体系化の進展・深化、目標・指標の設定状況等を勘案し、足立区の施
策体系を取り上げることとした。 

 さらに、具体的な取組を検討する際に有益なものとするという観点から、子供の貧困対策に関す
る施策全体を俯瞰できるよう一覧性を持たせるとともに、個別の施策に対し期待されている目的・
効果や、それをどのようにして把握しようと試みられているかなどについて、図の形式で体系的に
示すことを目指した。 

 なお、足立区の取組は非常に幅広いものとなっているが、子供の貧困の状況は各自治体で異な
るほか、各自治体の規模や体制も様々であることから、実際に本図を参照して事業を検討するに
当たっては、自治体の子供の貧困の状況や優先事項を踏まえて実施事業の選択が行われるべき
ものであると考えられる。 

実際、今回の調査報告書の取組事例集等の対象となった自治体に対するヒアリングにおいても、
直接又は間接に子供の貧困対策「にも」なり得る事業を、「より効果的な子供の貧困対策とするた
めには何か工夫できる余地はないか」という観点から見直すことも、子供の貧困対策の出発点とし
ては十分なものとなり得ることが示唆されていると考えられる。 
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足立区 子どもの貧困に関する指標 一覧 図表104 
番号 指標 
1  「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査）」の児童・

生徒の通過率【↑】 

2  「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査）」の就学援
助（要保護、準要保護）受給世帯の児童・生徒の通過率【↑】 

3  「全国学力・学習状況調査」の児童・生徒の平均正答率【↑】 

4  「全国学力・学習状況調査」の就学援助（要保護、準要保護）受給世帯
の児童・生徒の平均正答率【↑】 

5  「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査）」の正答率
80％（高得点層）の児童・生徒、40％（低得点層）の児童・生徒の割合
【高得点層↑、低得点層↓】 

6  「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習意識調査）」の「自分に
はよいところがあると思う」の質問に肯定的に回答した児童・生徒の割合
【↑】 

7  区立中学校の高校進学率及び進路内訳（全日制、定時制、通信制、そ
の他の進学率）【↑】 

8  生活保護世帯の子どもの高校等進学率及び進路内訳（全日制、定時
制、通信制、その他の進学率）【↑】 

9  区内都立高校の中途退学者数（率）（全日制、定時制）【↓】 

10  生活保護世帯の子どもの高校中途退学者数（率）（全日制、定時制）
【↓】 

11  区内都立高校の卒業時の進路未決定者数（率）【↓】 

12  生活保護世帯の子どもの高校卒業時の進路未決定者数（率）【↓】 

13  小学校・中学校の不登校者数（率）【↓】 

14  早期（満 37 週未満）に産まれた子どもの割合【↓】 

15  乳児健診のアンケートで「子育てを負担に感じたりイライラしたりする」と
回答した人の割合【↓】 

16  養育困難世帯の発生率【↓】 

17  養育困難世帯の解決率【↑】 

18  歯科健診でむし歯ありの判定を受けた子どもの割合【↓】 

19  歯科健診で未処置のむし歯がある子どもの割合【↓】 

20  子どもの朝ごはん摂取率【↑】 

21  就学援助（要保護、準要保護）受給世帯の児童・生徒の朝ごはん摂取
率【↑】 

22  ひとり親に対する就業支援事業による就業率及び正規雇用率【↑】 

23  児童扶養手当を受給しているひとり親の就業率及び正規雇用率【↑】 

24  就学援助率【↓】 

（注）括弧内の矢印は目標のうち、↑は増加（逓増）目標、↓は減少（逓減）目標を表す。 

（出典）足立区「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立区子どもの貧困対策実施計画（平成 27 年度～平成 31 年度）」 
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第2節 足立区の施策体系と指標 
 第３章において概観したが、足立区においては、子供の貧困対策実施計画である「未来へつな
ぐあだちプロジェクト」において、全体を３つの「柱立て」（教育・学び、健康・生活、推進体制の構
築）により構成し、各柱立てがそれぞれ１つから４つの「施策」から成っている。さらに、「施策」ごと
に「目的」を設定し、その目的のもと個別の「事業」が位置付けられており、３柱立て、９施策、115

事業により、全体が構成されている。また、子供の貧困に関する 24 の指標（指標については第 4

章 第 2 節図表 104 参照）を設定し、その数値変化を原則として毎年確認することで、状況を把
握するとともに、施策の実施状況や効果を検証することとされており、「事業」ごとに 24 の指標のう
ちから関連指標が整理されている。 

 また、現行 24 の指標については、各事業が指標の数字に影響を与え始めるには長期間を要す
ると考えられるものも含まれる（世代単位の時間を要すると考えられるものも含まれる）ことから、各
事業の実施を年度単位で把握する試みとして子供の貧困対策関連事業評価が行われている。具
体的には、各「事業」を評価するための指標（以下「事業評価指標」と表記）が「事業」ごとに１つな
いしは複数設けられ、それぞれについて目標値を設定した上で、年度単位で評価が行われてい
る（具体的なイメージについては p.151 の施策体系図参照）。事業評価指標やその目標の設定、
実際の評価においては、行政評価の情報を参照・活用することにより、事業所管部署・評価実施
部署の事務負担にも配慮がなされている。なお、「事業」の中には、子供の貧困対策にも資するが
事業の主目的は別にあるというものも相当数含まれているが、評価表中に、当該事業がどのような
点で子供の貧困対策に資する役割を果たしているかを記載し、その観点から（子供の貧困対策関
連事業評価としての）評価が行われている。 

 こうした事業評価指標は、単年度での事業の進行状況を確認する上では有用であるものの、世
代単位の時間をも視野に入れる長期的指標である 24 の指標との接合を考える場合、両者が前提
とする時間軸の乖離が大きいことなどが課題になると考えられる。 

 このため、足立区においては、５～10 年程度の期間を視野に入れた指標の設定が検討され、各
「施策」に含まれる一部「事業」について、事業単位又は複数事業単位で成果を測るため、27 の指
標（以下「成果指標」と表記）が設定されている。成果指標の選定に当たっては、データ取得の可
否や取得コストも含めた難易も考慮されており、重点事業として設定されている場合であっても、
成果指標を設定しないあるいは設定できないものも存在する。なお、これら 27 の成果指標につい
ては、今後とも随時のタイミングで見直しを図ることとされている。 
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足立区 子どもの貧困に関する指標 一覧 図表104 
番号 指標 
1  「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査）」の児童・

生徒の通過率【↑】 

2  「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査）」の就学援
助（要保護、準要保護）受給世帯の児童・生徒の通過率【↑】 

3  「全国学力・学習状況調査」の児童・生徒の平均正答率【↑】 

4  「全国学力・学習状況調査」の就学援助（要保護、準要保護）受給世帯
の児童・生徒の平均正答率【↑】 

5  「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習定着度調査）」の正答率
80％（高得点層）の児童・生徒、40％（低得点層）の児童・生徒の割合
【高得点層↑、低得点層↓】 

6  「足立区基礎学力定着に関する総合調査（学習意識調査）」の「自分に
はよいところがあると思う」の質問に肯定的に回答した児童・生徒の割合
【↑】 

7  区立中学校の高校進学率及び進路内訳（全日制、定時制、通信制、そ
の他の進学率）【↑】 

8  生活保護世帯の子どもの高校等進学率及び進路内訳（全日制、定時
制、通信制、その他の進学率）【↑】 

9  区内都立高校の中途退学者数（率）（全日制、定時制）【↓】 

10  生活保護世帯の子どもの高校中途退学者数（率）（全日制、定時制）
【↓】 

11  区内都立高校の卒業時の進路未決定者数（率）【↓】 

12  生活保護世帯の子どもの高校卒業時の進路未決定者数（率）【↓】 

13  小学校・中学校の不登校者数（率）【↓】 

14  早期（満 37 週未満）に産まれた子どもの割合【↓】 

15  乳児健診のアンケートで「子育てを負担に感じたりイライラしたりする」と
回答した人の割合【↓】 

16  養育困難世帯の発生率【↓】 

17  養育困難世帯の解決率【↑】 

18  歯科健診でむし歯ありの判定を受けた子どもの割合【↓】 

19  歯科健診で未処置のむし歯がある子どもの割合【↓】 

20  子どもの朝ごはん摂取率【↑】 

21  就学援助（要保護、準要保護）受給世帯の児童・生徒の朝ごはん摂取
率【↑】 

22  ひとり親に対する就業支援事業による就業率及び正規雇用率【↑】 

23  児童扶養手当を受給しているひとり親の就業率及び正規雇用率【↑】 

24  就学援助率【↓】 

（注）括弧内の矢印は目標のうち、↑は増加（逓増）目標、↓は減少（逓減）目標を表す。 

（出典）足立区「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立区子どもの貧困対策実施計画（平成 27 年度～平成 31 年度）」 
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第2節 足立区の施策体系と指標 
 第３章において概観したが、足立区においては、子供の貧困対策実施計画である「未来へつな
ぐあだちプロジェクト」において、全体を３つの「柱立て」（教育・学び、健康・生活、推進体制の構
築）により構成し、各柱立てがそれぞれ１つから４つの「施策」から成っている。さらに、「施策」ごと
に「目的」を設定し、その目的のもと個別の「事業」が位置付けられており、３柱立て、９施策、115

事業により、全体が構成されている。また、子供の貧困に関する 24 の指標（指標については第 4

章 第 2 節図表 104 参照）を設定し、その数値変化を原則として毎年確認することで、状況を把
握するとともに、施策の実施状況や効果を検証することとされており、「事業」ごとに 24 の指標のう
ちから関連指標が整理されている。 

 また、現行 24 の指標については、各事業が指標の数字に影響を与え始めるには長期間を要す
ると考えられるものも含まれる（世代単位の時間を要すると考えられるものも含まれる）ことから、各
事業の実施を年度単位で把握する試みとして子供の貧困対策関連事業評価が行われている。具
体的には、各「事業」を評価するための指標（以下「事業評価指標」と表記）が「事業」ごとに１つな
いしは複数設けられ、それぞれについて目標値を設定した上で、年度単位で評価が行われてい
る（具体的なイメージについては p.151 の施策体系図参照）。事業評価指標やその目標の設定、
実際の評価においては、行政評価の情報を参照・活用することにより、事業所管部署・評価実施
部署の事務負担にも配慮がなされている。なお、「事業」の中には、子供の貧困対策にも資するが
事業の主目的は別にあるというものも相当数含まれているが、評価表中に、当該事業がどのような
点で子供の貧困対策に資する役割を果たしているかを記載し、その観点から（子供の貧困対策関
連事業評価としての）評価が行われている。 

 こうした事業評価指標は、単年度での事業の進行状況を確認する上では有用であるものの、世
代単位の時間をも視野に入れる長期的指標である 24 の指標との接合を考える場合、両者が前提
とする時間軸の乖離が大きいことなどが課題になると考えられる。 

 このため、足立区においては、５～10 年程度の期間を視野に入れた指標の設定が検討され、各
「施策」に含まれる一部「事業」について、事業単位又は複数事業単位で成果を測るため、27 の指
標（以下「成果指標」と表記）が設定されている。成果指標の選定に当たっては、データ取得の可
否や取得コストも含めた難易も考慮されており、重点事業として設定されている場合であっても、
成果指標を設定しないあるいは設定できないものも存在する。なお、これら 27 の成果指標につい
ては、今後とも随時のタイミングで見直しを図ることとされている。 
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足立区関連資料と本事業の施策体系図の項目との対応表 図表106 
施策体系図の項目 引用元箇所 

柱立て 図表 105 ① 柱立て（足立区「未来へつなぐあだちプロジェク
トや平成 28 年度子どもの貧困対策主要事業実
績及び評価結果一覧」 iより、以下①～⑧まで
同様） 

施策 図表 105 ② 施策 

事業名 図表 105 ③ 事業名 

担当部・課 図表 105 ④ 担当部・課 

平成 28 年度総事業費
（実績額） 

図表 105 ⑤ 総事業費（実績額）千円（平成 28 年度） 

活動内容 図表 105 ⑥ 「事業内容」の記述に基づく 

目的・結果 

図表 105 ⑦ 「子どもの貧困対策の資する役割」の記述に基
づく 

事業評価指標及び実
績値 

図表 105 ⑧ 指標のうち、指標名、指標の定義、実績値（平
成 28 年度） 

中短期的な成果指標 

目標の達成度および事業の進捗状況を評価するために足立区
内で検討している「中短期的な成果指標」より抜粋 

24 の指標 

図表 104  足立区「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立区子
どもの貧困対策実施計画（平成 27 年度～平成 31

年度）」より、子どもの貧困に関する指標 一覧 

「施策」の目指す効果 

足立区「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立区子どもの貧困対策
実施計画（平成 27 年度～平成 31 年度）」iiより、第４章 子どもの貧困
対策の施策の柱立てと指標から抜粋 

 

 

  

                                                      

i

 足立区「未来へつなぐあだちプロジェクトや平成 28 年度子どもの貧困対策主要事業実績及び評価結果
一覧」（https://www.city.adachi.tokyo.jp/sesaku/documents/28actionplan-jisseki.pdf） 

ii

 足立区「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立区子どもの貧困対策実施計画（平成 27 年度～平成 31 年
度）」（https://www.city.adachi.tokyo.jp/sesaku/documents/miraihetunaguadachiproject.pdf） 
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第3節 施策体系図の作成 
 上記のような事業体系、指標、目標から構成される足立区の施策体系について、未来へつなぐ
あだちプロジェクトや平成 28 年度子どもの貧困対策主要事業実績及び評価結果一覧、足立区提
供資料等に基づき、一覧表の形式で図示したものが別添となる。 

 各「事業」の主目的や子供の貧困対策の観点からの目的・結果、事業評価指標、関連するとさ
れる 24 の指標に加え、施策ごとに中短期的な成果指標が設定されているものについてはそれを
記載した。 

 また、今後取組を検討・開始する自治体の参考となるよう、各事業についての予算規模（総事業
費）、対象者数等の事業規模の情報を含めたほか、予算についてはその財源（国庫支出金、都支
出金、その他の特定財源及び一般財源の別）についても記載した。 

施策体系図作成にあたり、参照した資料と施策体系図のそれぞれの項目との対応関係に関し
ては図表 105 及び図表 106 のとおり。 

 

足立区における子供の貧困対策関連事業評価の具体例 図表105 

 

（出典）足立区「未来へつなぐあだちプロジェクトや平成 28 年度子どもの貧困対策主要事業実績及び評価結果一覧」 
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足立区関連資料と本事業の施策体系図の項目との対応表 図表106 
施策体系図の項目 引用元箇所 

柱立て 図表 105 ① 柱立て（足立区「未来へつなぐあだちプロジェク
トや平成 28 年度子どもの貧困対策主要事業実
績及び評価結果一覧」 iより、以下①～⑧まで
同様） 

施策 図表 105 ② 施策 

事業名 図表 105 ③ 事業名 

担当部・課 図表 105 ④ 担当部・課 

平成 28 年度総事業費
（実績額） 

図表 105 ⑤ 総事業費（実績額）千円（平成 28 年度） 

活動内容 図表 105 ⑥ 「事業内容」の記述に基づく 

目的・結果 

図表 105 ⑦ 「子どもの貧困対策の資する役割」の記述に基
づく 

事業評価指標及び実
績値 

図表 105 ⑧ 指標のうち、指標名、指標の定義、実績値（平
成 28 年度） 

中短期的な成果指標 

目標の達成度および事業の進捗状況を評価するために足立区
内で検討している「中短期的な成果指標」より抜粋 

24 の指標 

図表 104  足立区「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立区子
どもの貧困対策実施計画（平成 27 年度～平成 31

年度）」より、子どもの貧困に関する指標 一覧 

「施策」の目指す効果 

足立区「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立区子どもの貧困対策
実施計画（平成 27 年度～平成 31 年度）」iiより、第４章 子どもの貧困
対策の施策の柱立てと指標から抜粋 

 

 

  

                                                      

i

 足立区「未来へつなぐあだちプロジェクトや平成 28 年度子どもの貧困対策主要事業実績及び評価結果
一覧」（https://www.city.adachi.tokyo.jp/sesaku/documents/28actionplan-jisseki.pdf） 

ii

 足立区「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立区子どもの貧困対策実施計画（平成 27 年度～平成 31 年
度）」（https://www.city.adachi.tokyo.jp/sesaku/documents/miraihetunaguadachiproject.pdf） 
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第3節 施策体系図の作成 
 上記のような事業体系、指標、目標から構成される足立区の施策体系について、未来へつなぐ
あだちプロジェクトや平成 28 年度子どもの貧困対策主要事業実績及び評価結果一覧、足立区提
供資料等に基づき、一覧表の形式で図示したものが別添となる。 

 各「事業」の主目的や子供の貧困対策の観点からの目的・結果、事業評価指標、関連するとさ
れる 24 の指標に加え、施策ごとに中短期的な成果指標が設定されているものについてはそれを
記載した。 

 また、今後取組を検討・開始する自治体の参考となるよう、各事業についての予算規模（総事業
費）、対象者数等の事業規模の情報を含めたほか、予算についてはその財源（国庫支出金、都支
出金、その他の特定財源及び一般財源の別）についても記載した。 

施策体系図作成にあたり、参照した資料と施策体系図のそれぞれの項目との対応関係に関し
ては図表 105 及び図表 106 のとおり。 

 

足立区における子供の貧困対策関連事業評価の具体例 図表105 

 

（出典）足立区「未来へつなぐあだちプロジェクトや平成 28 年度子どもの貧困対策主要事業実績及び評価結果一覧」 
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