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1

団体 「子どものため」と言われる「大人の都合」にならぬようにして
いただきい。その時代の子どもの実態が変化する昨今、その影響
は大人社会のゆがみによるものではないでしょうか。一概に原因
を追求することは出来ませんが、政治においても政権交代からく
る様々な「都合」による討論がされている気もいたします。「い
い子」＝「大人にとって都合のいい子」ではないよう、「子ども
らしい子ども」に育てられるよう、まずは大人自身がゆとりある
生活を目指し努力をしたい。また、大人としての自覚、人格の形
成を見直し、子どもの鏡となるようにしなければならないと思い
ます。計画が夢とならないように、実現に向けて動いていただけ
ればと思います。

計画全体につい
て

子ども政策課

2

子どもが自分らしさを認めながら育つことができる
よう、また、子育てに第一の責任を持つ保護者がそ
の役割を果たせるよう、計画を推進してまいりま
す。

2

団体 自分の手で子育てをしていく保護者に対して、子どもと共に過ご
し、子どもに寄り添うことの大切さとその苦労を、理解し、支援
していただきたいと思います。
子どもを預けて働く保護者のみ　子育て支援を厚くしようとする
不公平な行政側の姿勢に強く疑問を感じます。

計画全体につい
て

子ども政策課

2

子ども総合計画では、子育てふれあいひろばの拡充
や一時保育の拡大など、子どもを預けて働く方だけ
でなく、すべての家庭の方が安心して子育てができ
るよう、子育て支援の施策を掲げています。

3

個人 全体的に事業が細かくわかれすぎて、一般市民から見て何がちが
うかわかりにくいし、これをじっくり読むほど世の中の教師や母
親はヒマじゃありません。公務員て・・・

計画全体につい
て

子ども政策課

5

子ども総合計画は、健康、教育、福祉等の子どもに
関わる各分野の施策や主な事業を網羅的に掲載する
性格を持つものですので、ご理解を下さるようお願
いいたします。

4

個人 子どものため、という限られた視点のみだけで細分化した事業よ
り、雇用とか、住宅とか・・・全体的にトータルで改善されない
と解決しません。役所の仕事はよくわからない。別世界の話～と
思えます。

計画全体につい
て

子ども政策課

5

トータルな視点からの施策の推進は、区政全体を総
合的に進めるための計画である基本計画に基づき進
めております。子ども総合計画は、子どもの分野に
関わる計画なのでご理解いただけますようお願いい
たします。

5

個人 自分たちの家庭で自分たちの子育てを行うなど当事者意識を持て
るような一文をいれたらどうか。

計画全体 子ども政策課

8

保護者の責務については子ども条例で子育てに第一
の責任を持つ人として謳っています。
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6

団体 当計画における基本理念、基本目標は妥当なものですが、子ども
一人ひとりに目を向けると同時に、子どもたちが互いに関わりあ
い、育みあう、という視点も大切です。社会の一員となるにあ
たって、他者への共感性を育んでいくことが求められています。
15ページにある「未来に向けてともに育ち育てるめぐろの実現
（例示）」は魅力ある標語ですが、各施策や事業でも、対象を狭
く絞ることなく柔軟に、地域から隔てることなく実現を図ってほ
しいものです。
目黒区こそ、皆が認め合い、活かしあえる、ともに生きる社会を
実現してほしいと願っています。
そこで、基本理念、基本目標に沿った当計画・事業の実施を求め
ます。

基本理念・基本
目標について

子ども政策課

2

基本理念・基本目標に沿って、子ども総合計画に掲
げる各施策を推進してまいります。

7

団体 事業No1104「人権教育」
区立学校における授業や課外活動、人権オープンスクール、ま
た、児童館、青少年プラザ、社会教育館等の事業を通して、人権
尊重の理念を定着させ、同和問題や男女平等などの人権教育を推
進する。
→すぐ隣にいる人に対して人権を尊重でき、共感をもって関われ
る力、想像力をもてるような教育を求めます。
例えば、障害者・児への理解は身体だけでなく、精神や知的・情
緒障害も含めて理解しあえるよう求めます。また、障害無くとも
互いの困難を思いやり、小さな一歩から行動できるような取り組
みを求めます。

事業№1105
人権教育

人権政策課
指導課
地域学習課

2

子どもたちに必要とされる豊かな人間性をはぐくむ
ために、目黒区子ども条例の趣旨を踏まえ、人権教
育を推進しております。人権に関する知識を学ぶだ
けでなく、他の人に接する第一歩はすぐ隣にいる人
とのかかわりであり、だれに対しても思いやりの心
をもち、相手の立場に立って接することができるよ
う、人権教育を進めてまいります。

2 / 51 ページ



区民意見

番号 区分 区民意見（意見募集）
分　類

（事業№等）
担当所管

対応
区分

検討結果（対応策）

8

個人 事業№1301・1302について
児童幼児虐待はおきてしまってからではなく予防が大切なことは
計画のとおりです。ただし、今の目黒区の大部分の０～２歳児の
親子に対して、その居場所作りの事業がありません。もし、０～
２歳の親子がもっと自由に集まれる場があれば、家の中に閉じこ
もってストレスをためることもありません。もっと０～２歳児の
親子に目を向けた施策が必要です。
また、しつけと虐待の境界がわからなくなっているのが現状と思
います。わからないから子どもが思うままにさせてしまっている
親子も見受けられます。事故があってからでは遅いので、危険な
こと、人や物を傷つけてしまうことなど、善悪を含めしっかり教
える必要性も虐待と合わせて訴えていくことが必要です。

事業№1301
児童虐待の予防

事業№1302
児童虐待防止の
啓発

子ども政策課

2

　０～２歳児における居場所や気軽に相談できる場
の提供は重要と認識しており、保育園・児童館の子
育てふれあいひろば、子ども家庭支援センターほ・
ねっとひろば、保健センターの育児学級、児童館の
乳幼児クラブなど、各種の事業を実施しています。
虐待についての啓発も含め、引き続き取り組んでま
いります。

9

個人 子ども家庭支援センターの児童虐待対応について、心理職の配置
は検討しているか。

基本目標Ⅰ
(３)児童虐待の
防止と対応

子ども政策課

8

心理職の配置については、現在のところ配置する予
定はありません。なお、児童館や保育園などへ心理
カウンセラー派遣を行っています。

10

個人 要保護児童への対応について、十分に人員を配置し、素早い対応
をしてほしい。

事業№1303
児童虐待通告・
相談窓口の充実

子ども政策課

2

関係機関との連携をとりつつ、迅速かつ適切な対応
を図ります。

11

個人 歯についての事業がざっと５項目もあるのは何故か？
他の健康面でのものを充実させてもよいのでは？

基本目標Ⅱ
（２）子どもの
こころとからだ
の健康づくり

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター 4

　乳幼児の歯については健康に大きな影響を与えま
すので身体の健康診査と同様に年齢の節目節目に検
診を行っております。

12

個人 「基本目標Ⅱ　子どもの健やかな成長を支える（２）子どものこ
ころとからだの健康づくり」について
乳幼児検診が事業に盛り込まれており、ありがたい施策ですが、
事業が縦割りで横の連携がとれていません。「母子手帳」と一緒
に配布されている「めぐろ子育てホッ！とブック」が配りっぱな
しになっています。ぜひ、乳幼児検診のときなどに最新の子育て
支援情報を伝達したり、子育て相談を受け付けたりするようにし
てください。

基本目標Ⅱ
（２）子どもの
こころとからだ
の健康づくり

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター

3

　乳幼児（４ヶ月）健診の主な内容は身体の健診の
他に、ＢＣＧ予防接種となっています。内容が盛り
だくさんになっていますので、事業の中に新たな内
容を取り入れることはできませんが、区の関連事業
の周知方法については検討していきます。なお、乳
幼児の子育て相談については保健師が常時受け付け
ております。
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13

個人 「基本目標Ⅱ　子どもの健やかな成長を支える（２）子どものこ
ころとからだの健康づくり」について
幼稚園に通う園児の歯科検診は事業No.2221と2222で事業化されて
おりますが幼稚園に通う園児に対する内科健診および体力測定な
どの健康づくり事業もこの際事業化をお願いします。

基本目標Ⅱ
（２）子どもの
こころとからだ
の健康づくり

子育て支援課

4

　区では、すでに保健予防課・碑文谷保健センター
において乳幼児健診を実施し、３歳児・５歳児も全
員が対象となっています。個別の通知も各家庭に送
られており、この機会を是非ご利用いただきますよ
うお願いします。ご要望の主旨は今後の課題として
いきます。

14

団体 「基本目標Ⅱ子どもの健やかな成長を支える（２）子どものここ
ろと体の健康づくり」について
私立幼稚園の園児に対する歯科健診は事業化されていますが、歯
の健康だけでなく、内科検診や体力測定等体全体の健康について
も実施を希望します。（同意見５件）

基本目標Ⅱ
（２）子どもの
こころとからだ
の健康づくり

子育て支援課

4

　区では、すでに保健予防課・碑文谷保健センター
において乳幼児健診を実施し、３歳児・５歳児も全
員が対象となっています。個別の通知も各家庭に送
られており、この機会を是非ご利用いただきますよ
うお願いします。ご要望の主旨は今後の課題として
いきます。

15

団体 事業№2207「３歳児健康診査」について
３歳児健康診査を実施した後、障害等があると判断した場合、幼
稚園・保育園への連絡を依頼したいです。保護者からの申告・報
告がないことがあるため

事業№2207
３歳児健康診査

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター 5

　健診の結果については、ご家族と話し合う内容と
考えております。

16

団体 事業№2207「３歳児健康診査」について
健診内容　健診結果についてより詳しく保護者に伝えて頂きた
い。
健診をより充実させ、子どもを１人１人見つめ直すきっかけにな
るようお願いします。

事業№2207
３歳児健康診査

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター

3

　健診の結果については、必要に応じて保護者に十
分説明するようにいたします。また、異常が認めら
れたものに対しては、精密健康診査票を発行し、専
門医療機関で診療をうけるよう指導しております。

17

団体 事業No.2207・2208　３歳・５歳児健康診査について
特に５歳児、対象数に対して受診数が少ないので、もっと呼び掛
けをしたり、受診数が増えたりするよう、なにかしらの工夫をし
てほしい。

事業№2207
３歳児健康診査

事業№2208
５歳児健康診査

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター

3

　3歳児健診および5歳児健診とも該当者全員に個別
通知を行っております。どのようにすれば受診率が
向上するか検討していきます。
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18

団体 事業№2208「5歳児健康診査」について
受信者の％がとても少ないので、区でお知らせを出すor保育所、
幼稚園に医師を派遣する等してもっと受診するようにお願いしま
す。

事業№2208
５歳児健康診査

保健予防課

3

　５歳児は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身
につける重要な時期です。そのため健診の機会の少
ない幼児や健康について気になることがある幼児を
対象として５歳児健診を行っております。周知方法
として該当者全員に往復はがきで個別通知を行って
おります。　幼児の年齢が上がるにしたがい受診率
が低下する傾向にありますが、どのようにすれば受
診率が向上するか検討していきます。

19

団体 事業№2208「5歳児健康診査」についてです。
3歳児健診というのはよく耳にしますが、5歳児健診については世
間の認知度が低いように思います。恥ずかしい事ですが、教職員
の私でもある事を知りませんでした。小学校就学前の就学児健診
との違いや事業展開を明確にする事で受診率が上がるのではと思
います。

事業№2208
５歳児健康診査

保健予防課

3

　５歳児は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身
につける重要な時期です。そのため健診の機会の少
ない幼児や健康について気になることがある幼児を
対象として５歳児健診を行っております。周知方法
として該当者全員に往復はがきで個別通知を行って
おります。　幼児の年齢が上がるにしたがい受診率
が低下する傾向にありますが、どのようにすれば受
診率が向上するか検討していきます。

20

団体 事業№2208「5歳児健康診査」について
5歳児の健康診断を知らない方も多いかと思います。園への手紙配
布・親子の集まるようなところでの呼びかけなど詳しく親に伝え
て頂けたら良いかと思います。
健康診断を実施する事で早めの対応が出来たらいいと思います。

事業№2208
５歳児健康診査

保健予防課

3

　５歳児は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身
につける重要な時期です。そのため健診の機会の少
ない幼児や健康について気になることがある幼児を
対象として５歳児健診を行っております。周知方法
として該当者全員に往復はがきで個別通知を行って
おります。　幼児の年齢が上がるにしたがい受診率
が低下する傾向にありますが、どのようにすれば受
診率が向上するか検討していきます。
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21

団体 事業№2208「5歳児健康診査」の受診率の低さ
こういう健診があることを知らなかった。もっとアピールしてほ
しい。

事業№2208
５歳児健康診査

保健予防課

3

　５歳児は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身
につける重要な時期です。そのため健診の機会の少
ない幼児や健康について気になることがある幼児を
対象として５歳児健診を行っております。周知方法
として該当者全員に往復はがきで個別通知を行って
おります。　幼児の年齢が上がるにしたがい受診率
が低下する傾向にありますが、どのようにすれば受
診率が向上するか検討していきます。

22

団体 事業№2218「所外健康学習」について
更に回数を増やすとより良いものになるのではないでしょうか。

事業№2218
所外健康学習

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター

3

　依頼に応じて派遣しておりますが、どのようにす
れば効果的なのか今後検討していきます。

23

団体 事業№2224「子どもの成長に合わせたサポート体制の整備」
障害を持つ子どもの成長に合わせスムーズなサポート体制ができ
るように、関係機関のネットワークを図り、より円滑な相談がで
きるように体制を整備する。
→関係機関による連携は必ず保護者を交えて行い、連携の必要性
の合意を家庭から得た上で図ることを求めます。また、子ども本
人が通う保育園・幼稚園・小学校・中学校でのほかの子どもたち
と互いに良い関係を作り、当たり前に育ちあう場つくりの実現を
望みます。

事業№2225
子どもの成長に
合わせたサポー
ト体制の整備

障害福祉課
保育課
指導課
めぐろ学校サ
ポートセン
ター

2

　障害を持つ子には、区の関係機関が連携してサ
ポートすることが子どもの良い育ちにつながると考
えます。保育園、幼稚園とすくすくのびのび園との
協議は必要に応じて連携をとっており、　小学校と
すくすくのびのび園とを連携する就学支援シートに
つきましては、保護者の方を介して行っておりま
す。
　ただし、子どもへのサポートについては　当然、
保護者の合意が必要ですが、ネグレクト等のケース
もあることから子どもの育ちを第一として考えてい
きます。
　また、区立学校においては、人権教育、道徳教育
等を通して、だれに対しても思いやりの心をもち、
相手の立場に立って接することができるよう、豊か
な心の育成に努めてまいります。　個別の支援教育
計画や個別指導計画の作成にあたっては、保護者の
理解を得て、関係機関と連携を図って作成していま
す。
 めぐろ学校サポートセンターでは、就学相談の経
過を踏まえ、障害を持つ子どもが区立学校の通常の
学級に在籍している場合で、学習面や生活面で支援
が必要と判断されたときは、保護者の同意の下、支
援員を配置しています。
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24

団体 事業№2224「子どもの成長に合わせたサポート体制の整備」
沢山のサポートを行っている事は現状で知っていますが、より身
近に感じられるようにしてもらう事が大切だと思います。１人１
人子どもの性格・対応も異なるので、親も不安な事が多いかと思
います。このようにサポートしていただけている事を知ればより
目黒区に安心できるかと思います。

事業№2224
子どもの成長に
合わせたサポー
ト体制の整備

障害福祉課
保育課
学務課

8

　今後もすくすくのびのび園と各関係機関との連携
強化に努め、身近な相談窓口の充実を図ってまいり
ます。

25

個人 「基本目標Ⅱ　子どもの健やかな成長を支える（４）食育の推
進」について
たとえば、事業No.2404などに児童に対する料理教室などが盛り込
まれておりますが、キャンプ等の屋外で食事を体験することが一
番の食育になると思います。2404の事業にあるように５回で89人
しか対象にならない事業をおこなうよりもキャンプ等を行う青少
年教育団体に、食育教育のためのキャンプ教室などの開催を呼び
掛けて、補助をするような事業を行う方がはるかに効果があがる
と思います。ぜひ事業化をお願いします。

事業№2404
子ども料理教
室、夏休み・春
休み親子料理教
室

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター

5

　保健所での食育事業でキャンプまでは考えており
ませんが、既存事業の充実や他機関との連携につい
て検討していきます。

26

団体 事業№2406「夏休み子ども食品衛生教室」
参加者が13名とは少ないのでは？小学生だけではなく、幼稚園児
にも指導して頂けると良い。

事業№2406
夏休み子ども食
品衛生教室

生活衛生課

5

　実験を伴うため、募集人数を制限しております。
参加者増については今後検討します。なお、実験器
具類・薬品類等を扱うため、小学校高学年を対象に
しています。

27

個人 「基本目標Ⅲ　子どもがすべての家庭で大切にされる（１）ワー
ク・ライフ・バランスの推進」について
ワーク・ライフ・バランスの推進と言いながら事業の内容は、子
どもを長時間預かる施策ばかりです。これでは、もっと働いてく
ださいという政策になってしまいます。もっと区民が子育てをす
る時間を取り戻せるような子どもを中心とした施策が必要です。
待機児解消のためには保育施設をどんなに作っても解消はしませ
ん。それは働く人を増やす政策にしかならないと考えます。それ
よりももっと子育てをすることが楽しいと思える政策に転換する
ことが必要です。国の政策はともかく目黒区では楽しく子育てし
て本当の意味での「ワーク・ライフ・バランス」を実現しようと
声を挙げていくことが大切なのです。もし働きたいなら、保育所
に子どもを預けたいならば他区に行けば実現は可能です。子ども
条例を先進的に施行したのですから、もっと子どもを中心にした
政策をお願いします。 そのためにはワークの中身等を子ども総合
計画だけでなく他の政策を合わせて検討し、子育てしながら働け
る環境づくりを推し進めてください。

基本目標Ⅲ
（１）ワーク・
ライフ・バラン
スの推進

子ども政策課

2

　保育所入所希望者の増加が見込まれる中、保育所
整備の推進は、家庭生活と仕事の調和を図るために
不可欠であると考えます。ただし、ご指摘のよう
に、保育所整備のみでワーク・ライフ・バランスが
実現できるものでなく、労働環境の整備などの必要
性は認識しておりますので、区で実行できることに
ついては計画の中で掲げております。

7 / 51 ページ



区民意見

番号 区分 区民意見（意見募集）
分　類

（事業№等）
担当所管

対応
区分

検討結果（対応策）

28

団体 基本目標Ⅲ（１）ワーク・ライフ・バランスの推進について
仕事をするために子どものを施設にあずける事業案ばかりだが、
それが本当の「ワークライフバランス」なのか。「子育てをする
時間を作る」ための「ワークライフバランス」事業がなされなけ
ればならないのではないか。子育てを楽しむことができる希望を
もてる事業が必要である。

基本目標Ⅲ
（１）ワーク・
ライフ・バラン
スの推進

子ども政策課

2

　保護者が子どものいる生活を楽しめるようにする
ことは重要であると認識しております。子育てグ
ループへの支援や子育て情報の提供など子育て支援
策を掲げています。

29

団体 「基本目標Ⅲ子どもが全ての家庭で大切にされる（１）ワーク・
ライフ・バランスの推進」について
ワーク・ライフ・バランスとは子育てをする時間を作る事を意味
する言葉ですが、政策の内容は、仕事をする為に子どもを施設に
預ける事業ばかりです。もっと区民が子育てを楽しめるような政
策、子どもを中心とした政策、事業が必要です。（同意見４件）

基本目標Ⅲ
（２）ワーク・
ライフ・バラン
スの推進

子ども政策課
人権政策課

2

　保護者が子どものいる生活を楽しめるようにする
ことは重要であると認識しております。子育てグ
ループへの支援や子育て情報の提供など子育て支援
策を掲げています。また、子どもの育ちを支援する
施策として、児童館整備や子どもが参加できる事業
などを掲げています。

30

団体 「基本目標Ⅲ子どもがすべての家庭で大切にされる（１）ワー
ク・ライフ・バランスの推進について」
子どもを中心とした政策、事業は確かに必要ですが、それ以前に
家庭で子どもと関わる時間を設けることが大切だと感じる。日本
人の父親は特に“働きすぎ”とされ、ほとんど家にいる時間がな
く、子育ての中心がどうしても母親中心になってしまう。核家族
が進む中、母親が抱える育児ストレスの相談する場や他者と触れ
合う機会をつくる場が必要であると感じる。
親が安心して子育てを出来る環境づくりこそが子育てを楽しめる
ような環境づくりの第一歩であると感じる。

基本目標Ⅲ
（１）ワーク・
ライフ・バラン
スの推進

子ども政策課

2

　保護者が子どものいる生活を楽しめるようにする
ことは重要であると認識しております。子育て相談
の提供や子育てふれあいひろばの拡充などの子育て
支援策を掲げています。

31

団体 基本目標Ⅲ（１）ワーク・ライフ・バランスの推進
まだまだ子育てをする時間を作るには、厳しい現状があります。
女性に優しい、子どもを中心とした政策・事業を願います。

基本目標Ⅲ
（１）ワーク・
ライフ・バラン
スの推進

子ども政策課

2

　保護者が子どものいる生活を楽しめるようにする
ことは重要であると認識しております。子育て相談
の提供や子育てふれあいひろばの拡充などの子育て
支援策を掲げています。また、子どもの育ちを支援
する施策として、児童館整備や子どもが参加できる
事業などを掲げています。

32

個人 保育所待機児ゼロのために保育所定員増以外で考えられる施策は
ないか。区内在住の区役所職員が育児休業を率先してとるなどの
取り組みは考えられないか。

基本目標Ⅲ
（１）ワーク・
ライフ・バラン
スの推進

子ども政策課

4

ワークライフバランスの推進が当たります。育児休
業制度の普及を図ります。
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33

団体 事業No.3101「学童保育クラブの整備」に関する意見
学童保育クラブの整備が必要な地域を明確にしてください。
先に公表された実施計画改定素案、および今回の子ども総合計画
素案に学童保育クラブの増設計画が載りましたが、整備を必要と
する地域が明確にされておりません。子ども総合計画では、学童
保育クラブが不足する地域を明確にし、整備の優先順位とその時
期を具体的に示して計画的に整備してください。 （同意見１１
件）

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

子育て支援課

3

　２２年度は中根小学校区の学童保育クラブ増設に
ついて検討していきます。
　今後につきましては、整備地域の需要実態に応じ
て施設の整備を検討していきます。

34

団体 事業No.3101「学童保育クラブの整備」に関する意見
増設が計画されている学童保育クラブは民設に限定せず、公設も
選択肢としてください。
増設が計画されている学童保育クラブの設置形態を民設民営に限
定せず、現在の大岡山学童保育クラブや新設される中央調児童館
のように区の余剰施設の有効利用やほかの公的施設との複合化な
どを実現するためにも「公設」を選択しとして明記してくださ
い。（同意見１０件）

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

子育て支援課

5

　児童館・学童保育クラブ事業運営について、より
良いサービスの提供と効率的な事業運営を目指し
て、民間の社会資源を活用する方向で検討していき
ます。
　保育にあたっては、児童館運営指針に基づく保育
が実践されるよう指導・監督していきます。

35

団体 事業No.3101「学童保育クラブの整備」に関する意見
条例で定めた定数（50人）に戻すよう増設計画を前倒しで実施し
てください。
増設が計画されている学童保育クラブの受入可能数（66人・60
人）はあくまでも暫定定数であり、一施設あたりの定数は条例で
定めた50人です。暫定定数を前提とせず、すべての学童保育クラ
ブで定数の50人（一部40人）に戻すよう増設を前倒しで計画して
ください。（同意見１０件）

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

子育て支援課

5

　学童保育クラブの定員につきましては、ご利用の
希望者数に対応し、待機児童をださないよう各施設
の規模などを考慮して、各学童保育クラブの受入可
能枠の拡大を行いました。
　また、恒常的に定員超過が見込まれる地域には、
児童館運営指針に定める保育ができる学童保育クラ
ブを新設してまいります。今後も、定員超過の解消
に引き続き努力していきます。

36

個人 学童保育クラブを計画的に整備して下さい。民間業者が名乗りを
あげるのを待つのでは、整備の保障がありません。整備は区の責
任で行ってください。

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

子育て支援課

5

　２２年度は中根小学校区の学童保育クラブ増設に
ついて検討していきます。今後につきましては、整
備地域の需要実態に応じて施設の整備を検討してい
きます。
　学童保育クラブの施設整備を早期に実現するた
め、また、より良いサービスの提供と効率的な事業
運営を目指し、広く事業者を募集するプロポーザル
方式による民間の社会資源を活用する方向で検討し
ていきます。
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37

個人 学童保育クラブの設置形態を「民設」に限定すると、これまで目
黒区が説明してきた「区の施設(小学校など)との合築」が出来な
くなります。区の余剰施設の有効利用や小学校等の合築を実現す
るためにも「公設」を選択肢として明記してください。

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

子育て支援課

5

　学童保育クラブの施設整備を早期に実現するた
め、また、より良いサービスの提供と効率的な事業
運営を目指し、広く事業者を募集するプロポーザル
方式による民間の社会資源を活用する方向で検討し
ていきます。

38

個人 現行の目黒区実施計画にある「児童館を各小学校区に整備する方
針」を守ってください。未整備地区への整備方針と計画を明確に
し、子ども総合計画に盛り込んでください。

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

子育て支援課

3

　児童館については、平成２２年度には鷹番地域を
対象として公設民営の中央町児童館を開設いたしま
す。
　今後の児童館整備につきましては、他の施設との
整備にあわせた複合化等を考慮に入れて検討してま
いります。

39

個人 新設する児童館でも公私間格差を検証し、既存の児童館と同様の
サービスが受けられるようにしてください。

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

子育て支援課

3

　児童館・学童保育クラブ事業運営について、より
良いサービスの提供と効率的な事業運営を目指し
て、民間の社会資源を活用する方向で検討していき
ます。事業運営にあたっては、事業者との連携を綿
密にして児童館運営指針に基づく保育が実践される
よう指導・監督していきます。

40

個人 学童保育クラブの項で「暫定定数」が記載されていますが、狭い
施設に限られた指導員のもとで受け入れるあくまで「暫定」の定
数です。暫定ではなく、正規定数に戻す具体的対応と期限を明記
して下さい。

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

子育て支援課

5

　例年、各学童保育クラブの利用希望児童数が変動
いたしますことから、ご利用の希望者数に対応でき
るよう各施設の規模などを考慮して、各学童保育ク
ラブの受入可能枠の拡大をいたしました。
　また、恒常的に定員超過が見込まれる地域には、
学童保育クラブの新設をしてまいります。今後も、
定員超過の解消に引き続き努力していきます。

41

個人 基本計画で学童増設が決まったのは大変喜ばしいですが、内容を
見ると、整備地域の記載がなく、また民設に限定されています。
このご時世ですのでもし手を挙げる事業者がいなければ実施され
ないのでしょうか？設置形態を限定せず公設も選択肢に入れてく
ださい。また、公設にした方が、区の余剰施設の有効利用も可能
になると思います。

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

子育て支援課

5

　学童保育クラブの施設整備を早期に実現するた
め、また、より良いサービスの提供と効率的な事業
運営を目指し、広く事業者を募集するプロポーザル
方式による民間の社会資源を活用する方向で検討し
ていきます。
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42

個人 南部地区に居住している者です。当地区において学童クラブは既
に定員超過の状態であり、さらにマンション造成などにより、さ
らに児童数は増加してきています。今後の学童増設計画につき、
南部地区への優先的配置をお願いいたします。また、設置形態が
民設限定では区の施設との合築ができないと思われますので、公
設も選択肢に入れていただきたいと考えます。

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

子育て支援課

5

　学童保育クラブの新設につきましては、整備地域
の需要実態に応じて施設の整備を検討していきま
す。
　また、学童保育クラブ事業運営について、より良
いサービスの提供と効率的な事業運営を目指して、
民間の社会資源を活用する方向で検討していきま
す。

43

個人 事業№3101「学童保育クラブの整備」および事業№5102「児童館
整備」について
26年度までに４箇所で民設民営の学童保育クラブ整備を予定され
ていますが、設置形態を民設に限定すると、これまで目黒区が説
明してきた「区の施設との合築」ができなくなります。区の余剰
施設の有効利用を実現するためにも公設を選択肢として明記して
ください。
児童館を各小学校区に整備する方針を堅持し、今後の未整備築へ
の整備方針を明確にし、子ども総合計画に盛り込んでください。
新設する学童保育クラブでは、公私間の格差をなくし、公設公営
クラブと同様のサービスが受けられるようにしてください。
学童保育クラブの増設にあたっては、学童保育クラブが不足する
地域を把握した上で、計画的に整備してください。
現在の受入可能数（66人・60人）はあくまでも暫定定数であり、
定員は50人です。暫定定数を前提とせず、すべての施設で定員50
人（一部40人）に戻すよう、増設を前倒しで計画してください。

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

事業№5102
児童館整備

子育て支援課

5

　学童保育クラブの新設につきましては、整備地域
の需要実態に応じて施設の整備を検討していきま
す。中根小学校区に増設することを２２年度に検討
していきます。
　また、学童保育クラブ事業運営について、より良
いサービスの提供と効率的な事業運営を目指して、
民間の社会資源を活用する方向で検討していきま
す。
　保育にあたっては、児童館運営指針に基づく保育
が実践されるよう指導・監督していきます。
　恒常的に定員超過が見込まれる地域には、学童保
育クラブの新設をするなど、今後も、定員超過の解
消に引き続き努力していきます。

44

個人 学童保育の定員と受入可能人数の考え方について、現在は暫定で
６０人受け入れているが、規則にある定員５０人ということは今
後も変更しないということでよいか。

事業№3101
学童保育クラブ
の整備

子育て支援課

8

待機児を出さないための緊急措置として行っている
ものであり、現在のところ定員５０人の規則を変更
する予定はありません。

45

団体 事業№3102「学童保育クラブでの障害をもつ子どもの受け入れ」
定員内で３名まで障害をもつ子どもを受け入れる
→指導員や補助指導員の方が支援の仕方、支援の技術を学べる体
制作りを求めます。

事業№3102
学童保育クラブ
での障害をもつ
子どもの受け入
れ

子育て支援課

3

　障害児保育の知識・技術の向上のため、障害児保
育研修の実施、専門家による巡回指導などを行って
います。学童保育クラブの障害保育に関する、学童
保育クラブの職員による課内検討委員会を毎月開催
しています。
　また、個々の課題を検討する会を毎月開催し、実
践力の向上に努めていきます。
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46

団体 事業№3105「障害をもつ乳幼児の保育の充実」
発達の遅れや身体の障害を持つ乳幼児が、健常児との統合保育を
望んで保育所などへの入所を申し込んでも、障害を理由に断られ
る場合が少なくないと聞きます。統合保育の場の拡充や保育の充
実を強く望みます。

事業№3105
障害をもつ乳幼
児の保育の充実

保育課

4

　保育所における集団保育では、障害の程度によっ
て他の子どもとの関係作りや、障害児を安全に保育
できるかが課題となりますが、ご意見の主旨を踏ま
え検討していきます。

47

団体 事業№3106「パパの育児教室」
最近では、母親だけでなく、父親も積極的に育児に参加している
様子が、多く見られるようになってきたと思います。今後も、こ
のような活動がもっと多くなれば良いと思います。

事業№3106
パパの育児教室

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター 2

　パパの育児教室は保健予防課、碑文谷保健セン
ターの２箇所で土日に実施しており、好評を博して
いる事業です。今後、さらに充実した事業展開がで
きるよう努力していきます。

48

団体 事業№3106「パパの育児教室」について
父親の子育て参加が叫ばれている今、どのように子どもと関わっ
ていいのか分からない父親も多いという現状があると思う。そん
な中、育児教室が父親に向けて開かれているのは、とても素晴ら
しいと考える。しかし、なかなか参加しづらかったり、都合があ
わないということもあうと思うので、もっと宣伝をしたり、身近
な幼稚園を会場にしたりなどして人を集められたらなと思う。

事業№3106
パパの育児教室

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター

2

　パパの育児教室は保健予防課、碑文谷保健セン
ターの２箇所で土日に実施しており、好評を博して
いる事業です。今後、さらに充実した事業展開がで
きるよう努力していきます。

49

団体 事業№3106「パパの育児教室」
仕事と育児の両立を父親にも、もっと協力していただきたい。
このような事があるのを知っていても、積極的に参加する方を
もっと増やし、参加したくなるような内容をもっと知らせて頂き
たい。

事業№3106
パパの育児教室

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター

2

　パパの育児教室は保健予防課、碑文谷保健セン
ターの２箇所で土日に実施しており、好評を博して
いる事業です。今後、さらに充実した事業展開がで
きるよう努力していきます。

50

団体 事業No.3106　「パパの育児教室」
父親の育児参加は良い傾向であると考える。母親の負担軽減につ
ながり、育児の情報や同じ環境の人と関わることで、父親同士の
関係を深め楽しく育児が出来る。今後とも継続して頂きたい。

事業№3106
パパの育児教室

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター 2

　パパの育児教室は保健予防課、碑文谷保健セン
ターの２箇所で土日に実施しており、好評を博して
いる事業です。今後、さらに充実した事業展開がで
きるよう努力していきます。

51

団体 事業№3107「第三者評価」について
第三者に客観的に評価して頂くことで、質の向上を目指し、より
良い環境・教員育成につなげることが出来ると考え、今後も継続
して頂きたい。

事業№3107
第三者評価

保育課
保育計画課

2

　今後とも第三者評価受審を推進・推奨し継続して
いく考えです。
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52

個人 事業No.3109　区立保育園の効率的運営について
保育に欠ける要件の緩和が今後進んでいくと思われます。その時
に保育所にだけ多額の税金が投入されることは許されません。
年収に見合った保育料と税負担のバランスをとった、効率的運営
は不可欠です。ぜひこの事業を前倒しで進めてください。

事業№3109
区立保育園の効
率的運営

保育計画課

2

　区立保育園への指定管理者制度の導入計画は、着
実に進めてまいります。

53

団体 事業№3109「区立保育園の効率的運営」
「保育園の公設民営化を見直して、公設公営の保育園運営を行
う。」
理由：指定管理者制度の導入目的の主な理由である「経費の効率
的な運用」、つまりコストダウンを図ることについて、総務省は
「経費削減のための導入は、法の趣旨に反する。」という見解を
示しています。（2009年6月）
保育園の指定管理者導入は、この法の趣旨に反したものである以
上、速やかに導入を取りやめ、公設公営の保育園運営に戻すべき
です。

事業№3109
区立保育園の効
率的運営

保育計画課

5

　区立保育園への指定管理者制度の導入計画は、着
実に進めてまいります。

54

団体 事業№3109「区立保育園の効率的運営」について
幼児を預かる施設として見たときに、保育所はお金がかかりすぎ
ます。是非預ける側の年収に見合った保育料設定と税負担のバラ
ンスを検討し、民営化を推進して効率的な運営を推進して下さ
い。(同意見２件）

事業№3109
区立保育園の効
率的運営

保育計画課

2

　区立保育園への指定管理者制度の導入計画は、着
実に進めてまいります。

55

個人 「事業No.3110　認証保育所整備支援」について
いつも単年度事業のため無理な計画を事業者に押しつけているよ
うに思います。事業の立ち上げを２年計画で事業者が余裕を持っ
て検討できるような仕組みができないかぜひ検討願いたい。
それができないならば、明確な中期事業計画を公開し、事業者と
密接な連絡のもと、施設整備の確実な実施をお願いしたい。

事業№3110
認証保育所整備
支援

保育計画課

4

　認証保育所の拡大は１か所を見込んでおります
が、整備（事業者誘致）に当たっては、ご意見を参
考にさせていただき、区民ニーズに的確に対応し、
より質の高いサービス提供が期待できる施設の整備
が行えるよう、整備方法を検討してまいります。

56

個人 ワークライフバランスについて、事業者への働きかけはどのよう
なものか。また、区役所内での取り組みはどうか。

事業№3111
区民、事業者へ
の情報提供

人権政策課

8

事業者へ啓発誌やメールマガジンの配布などを行っ
ています。区役所では、父親の育児参加のための休
暇制度、毎週水曜日のノー残業デーなどがありま
す。
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57

団体 事業№3112「認可保育所整備」
働く両親増加に伴い、まだまだ不足とテレビや新聞で多く話題に
上がります。今後も増やす、又は“定員を増やす”など、対策が
必要と考える。

事業№3112
認可保育所整備

保育計画課

2

　待機児童の解消を目指し、計画に沿って保育所整
備を進めてまいります。

58

個人 保育所の待機児童は平成２６年度までに段階的に減らすのか。 事業№3112
認可保育所整備

保育計画課

8

平成26年度を目途として待機児ゼロを目標としてい
ます。

59

個人 「事業NO.3203　一時保育」について
一時保育を受けられる子どもの定員が少なすぎます。私立幼稚園
に通う園児や施設に通っていない０～２歳児にはほとんど利用で
きないとの声を聞いております。これも施設に頼ると定員が増え
ることもないので、たとえばベビーシッターを派遣して対応する
などの新たな視点の施策を実施してください。

事業№3203
一時保育（一時
預かり事業）

保育課
保育計画課

5

 一時保育は特に０～２歳児のニーズが高く、地域
の偏在がないよう実施施設を拡大することが必要と
考えており、新設の認可保育所等で一時保育を実施
するとともに、一時保育サービスの拡大に努めてま
いります。
　また、ベビーシッター等の派遣については、保育
中の事故等の責任の有無や給食の手配など、現状で
は困難と考えています。

60

団体 P54○障害を持つ子どもが安心して幼児教育を受けられるよう
（案）幼児を削除
：幼児期だけでなく義務教育期間中も必要です。幼児期に限定し
ないでください。

基本目標Ⅲ
（３）特に配慮
が必要な家庭へ
の支援　課題

学務課

1

　ご趣旨に沿って削除します。

61

個人 「事業No.3307　児童デイサービス」について
いわゆるグレーゾーンの子どもが増えていると聞きます。その際
にはすくすくのびのび園に相談できる体制が整っていることは大
変私立幼稚園としても助かっております。保護者への説明や対応
も含め、今後とも総合的な支援をよろしくお願いいたします。

事業№3307
児童デイサービ
ス事業の充実

障害福祉課

8

　今後もすくすくのびのび園と各関係機関との連携
強化に努め、身近な相談窓口の充実を図ってまいり
ます。

62

個人 素案の５６ページの事業№３３０８「障害をもつ子どもへの療育
相談」はどこで行っているのか。就学後も可能か。

事業№3308
障害をもつ子ど
もへの療育相談

障害福祉課
めぐろ学校サ
ポートセン
ター

8

すくすくのびのび園では、就学前のお子さんを対象
としており、就学後はめぐろ学校サポートセンター
で相談を受けています。
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63

団体 事業№3308「障害をもつ子どもへの療育相談」
障害をもつ子どもの医療を含む社会生活全般にわたって、医師、
心理相談員、理学療法士、言語聴覚士等、専門職員が相談に応じ
る。保健・保育・教育関係機関との連携を行い、ネットワークを
確立し、身近な相談体制の整備を図る。
→当事業は就学前の乳幼児を対象としていますが、是非就学後の
児童・生徒にも対象を広げるよう求めます。障害をもつ子どもに
は療育を継続させる必要がありますが、現状では就学後は受けら
れず、せっかくの成長も半ばで中断させられ困難を強いられてい
ます。専門的療育こそ連携をとって継続すべきです。

事業№3309
障害をもつ子ど
もへの療育相談

障害福祉課
保健予防課
保育課
めぐろ学校サ
ポートセン
ター 2

　乳幼児の各種健診により保健センターの支援から
すくすくのびのび園へ、すくすくのびのび園から就
学支援シート等を通じて教育機関への連携の強化を
図ってまいります。
　また、めぐろ学校サポートセンターでは、心理の
専門の相談員が、お子さんや保護者の教育に関する
相談をお受けしています。

64

団体 事業№3311「区立幼稚園での障害をもつ幼児の受入れ」
区立のみでなく、どの園（例えば私立だとしても、宗教法人だと
しても）でも障害児を受け入れるべきだと思う。
様々なニーズにこたえてほしい！！（保護者側、子どもを育てる
親の）

事業№3311
区立幼稚園での
障害をもつ幼児
の受入れ

子育て支援課

2

　区では、私立幼稚園に対して心身障害児補助金を
支給することにより、心身障害児教育の充実と発展
を図っています。

65

団体 事業NO.3312「私立幼稚園心身障害児教育事業補助」について
現在の補助（東京都プラス目黒区）ではとても専従職員をパート
でも雇用できません。特別支援を必要とする幼児が増える中、さ
らなる補助の拡充を要望いたします。

事業№3312
私立幼稚園心身
障害児教育事業
費補助

子育て支援課

2

　区では、平成１９年度から事業を開始し、平成２
０年度に補助額の増額を行いました。今後もご要望
の主旨を踏まえ検討していきます。

66

団体 事業№3312「私立幼稚園心身障害児教育事業費補助」について
特別支援教育が叫ばれている中、この補助は大切なものですが、
現状の金額では補助者を雇用することができません。是非補助者
をパートで雇用する事が出来るくらいの補助にまで拡大してくだ
さい。補助ではなく委託事業にするべきです。（同意見３件）

事業№3312
私立幼稚園心身
障害児教育事業
費補助

子育て支援課

4

　区では、平成１９年度から事業を開始し、平成２
０年度に補助額の増額を行いました。今後もご要望
の主旨を踏まえ検討していきます。

67

団体 事業№3312「私立幼稚園心身障害児教育事業費補助」についてで
す
今現在幼稚園では専門知識のある方を園に来て頂き、心身障害児
へのサポートをお願いしています。ホームページ上では事業費に
ついて充実とのみ表記だった為、明確にどんな事へつかわれてい
るのかを知らせて頂きたいです。

事業№3312
私立幼稚園心身
障害児教育事業
費補助

子育て支援課

8

　この補助事業は、障害を持つ幼児を受入れしてい
る私立幼稚園に対して補助をすることで、園の運営
にかかる負担を軽減し、心身障害児教育の充実と発
展を図ることを目的としています。

68

団体 事業№3312「私立幼稚園心身障害児教育事業費補助」について
心身障害児として認めるのはどなたになるのでしょうか。
またどういった子どもが心身障害児になるのでしょうか。詳しく
載せていただけると参考になるかと思います。

事業№3312
私立幼稚園心身
障害児教育事業
費補助

子育て支援課

8

　補助金の認定にあたっては、該当する園児の障害
者手帳の写し、医師等の診断書等を提出していただ
くことで認定をしています。
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69

個人 「事業No.3312　私立幼稚園心身障害児教育事業費補助」について
私立幼稚園に対してこの事業が創設されましたことには感謝して
おります。しかしながら、金額が少なく補助教員を配置するため
の経費には遠く及びません。ぜひ補助者をパートで雇用するくら
いの補助金をお願いいたします。（同意見２件）

事業№3312
私立幼稚園心身
障害児教育事業
費補助

子育て支援課

2

　区では、平成１９年度から事業を開始し、平成２
０年度に補助額の増額を行いました。今後もご要望
の主旨を踏まえ検討していきます。

70

団体 事業№3312「私立幼稚園心身障害児教育事業費補助」について
現状の金額では補助者を雇用することはできない。補助の拡大を
お願いします。また、いわゆる健康手帳、愛の手帳で明確にされ
ないLD、ADHDのこどもさんの受け入れ補助もいまや焦眉のことで
はないか。至急補助を必要としているところである。

事業№3312
私立幼稚園心身
障害児教育事業
費補助

子育て支援課

8

　この補助事業は、心身障害児として認定された幼
児の他、発達障害等が認められる幼児についても対
象としています。その場合、医師の診断書等を基に
判断しています。

71

団体 事業№3312「私立幼稚園心身障害児教育事業費補助」について
特別支援教育が求められる中、この補助は大切なものですが、現
状の金額では当該園児に補助者を雇用することができません。ぜ
ひ、補助者をパートで雇用する事が出来るくらいの補助にまで拡
大してください。事業の一つとすべきと考えます。

事業№3312
私立幼稚園心身
障害児教育事業
費補助

子育て支援課

2

　区では、平成１９年度から事業を開始し、平成２
０年度に補助額の増額を行いました。今後もご要望
の主旨を踏まえ検討していきます。

72

個人 「事業No.3321　区立幼稚園、小・中学校への通訳派遣・翻訳等の
実施」について
私立幼稚園にも日本語が話せない外国人が入園を希望するケース
があります。もちろん入園後は、周りの人にサポートしていただ
くことは可能ですが、入園にあたってはかなりハードルが高く
なっています。ぜひ私立幼稚園からも要望があったときは派遣し
てください。

事業№3321
区立幼稚園、
小・中学校への
通訳派遣・翻訳
等の実施

子育て支援課

4

　ご意見の趣旨は、今後の研究課題とさせていただ
きます。

73

個人 「事業No.3403　私立幼稚園児保護者に対する負担軽減」について
私立幼稚園の保護者に対しまして、入園費・就園奨励費等の補助
をいただきありがたく思っております。ただし、就園奨励費等は
年収で金額が区切られており、区内在住の保護者にとっては、も
う一段の就園奨励費補助の増額と年収要件の緩和をお願いいたし
ます。ぜひ公私間格差の完全なる是正をお願いいたします。
目黒区内の幼児を持つ若い世帯は住宅費だけでもかなりの負担が
あり、教育費に掛けられる予算が限られています。また幼稚園に
通う保護者は父親のみの収入に頼ることがほとんどです。高額な
住宅費を支払える人でなくては住むことができません。そのこと
を考えますと、他区に比べて年収要件はもう少し緩和していただ
くようお願いします。

事業№3403
私立幼稚園児保
護者に対する負
担軽減

子育て支援課

2

　私立幼稚園児保護者に対する負担軽減事業につい
ては、平成１８年度から入園料補助、就園奨励費補
助、保育料補助すべてにおいて充実し、保護者負担
の軽減に努めています。今後もご要望の主旨を踏ま
え検討していきます。
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74

団体 事業№3403「私立幼稚園児保護者に対する負担軽減」
保護者の公私間格差是正のためにこの事業の更なる充実拡大をお
願い致します。目黒区はアパートの賃料も高額でこのままでは他
所への引越しも検討しなければなりません。年収制限の緩和を是
非お願いします。
二人目・三人目の子どもに対する助成が上の子どもの年齢に関係
なく出して頂けるようにお願いします。委託事業にすべきと考え
ます。（同意見２件）

事業№3403
私立幼稚園児保
護者に対する負
担軽減

子育て支援課

2

　私立幼稚園児保護者に対する負担軽減事業につい
ては、平成１８年度から入園料補助、就園奨励費補
助、保育料補助すべてにおいて充実し、保護者負担
の軽減に努めています。今後もご要望の主旨を踏ま
え検討していきます。

75

団体 事業№3403「私立幼稚園児保護者に対する負担軽減」について
保護者の公私間格差是正のためにこの事業の更なる充実拡大をお
願い致します。
・目黒区はアパートの賃料も高額でこのままでは他所への引越し
も検討しなければなりません。年収制限の緩和を是非お願いしま
す。
・二人目、三人目の子どもに対する助成が上の子どもの年齢に関
係なく出していただけるようお願いします。№3312と同じく委託
事業にすべきと考えます。（同意見２件）

事業№3403
私立幼稚園児保
護者に対する負
担軽減

子育て支援課

2

　私立幼稚園児保護者に対する負担軽減事業につい
ては、平成１８年度から入園料補助、就園奨励費補
助、保育料補助すべてにおいて充実し、保護者負担
の軽減に努めています。今後もご要望の主旨を踏ま
え検討していきます。

76

団体 事業№3403「私立幼稚園児保護者に対する負担軽減」について
保護者の公私間格差是正のためにこの事業の更なる充実拡大をお
願いします。年収制限の緩和や二人目、三人目の子どもに対する
助成が上の子どもの年齢に関係なく出していただけるよう、希望
します。

事業№3403
私立幼稚園児保
護者に対する負
担軽減

子育て支援課

2

　私立幼稚園児保護者に対する負担軽減事業につい
ては、平成１８年度から入園料補助、就園奨励費補
助、保育料補助すべてにおいて充実し、保護者負担
の軽減に努めています。今後もご要望の主旨を踏ま
え検討していきます。

77

団体 事業№3403「私立幼稚園児保護者に対する負担軽減」
保育料の公私格差是正は、ぜひとも大幅にお願いしたいところで
あります。子育ての家庭の悩みのトップが、「子育てにお金がか
かること」であることからも、この部分への施策が目に見えたも
のになれば、区民の現状に合致した区政となるであろうと思われ
ます。

事業№3403
私立幼稚園児保
護者に対する負
担軽減

子育て支援課

2

　私立幼稚園児保護者に対する負担軽減事業につい
ては、平成１８年度から入園料補助、就園奨励費補
助、保育料補助すべてにおいて充実し、保護者負担
の軽減に努めています。今後もご要望の主旨を踏ま
え検討していきます。
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78

団体 事業№3403「私立幼稚園児保護者に対する負担軽減」
公立幼稚園と同じ水準に・・・とは思いますが・・・公立幼稚園
は必要ですか？

事業№3403
私立幼稚園児保
護者に対する負
担軽減

教育改革推進
課

8

　区立幼稚園５園全体としての定員充足率は低下し
ている状況ですが、定員を超えて入園申し込みのあ
る園や、ほぼ定員を満たしている園もあり、地域に
よってばらつきはあるものの、一定の公立教育に対
するニーズに応えていく必要があります。
　今後は、区立幼稚園５園のうち、２園の認定こど
も園移行を進め、保護者の就労の有無に関わらず、
教育・保育を一体的に提供するとともに、地域の子
育て支援の拠点として、全ての子育て家庭への支援
と幼児教育の振興を図っていきます。他の区立幼稚
園についても、子育て家庭をめぐる環境の変化を見
据えて、今後対応していきたいと考えています。

79

団体 事業№3403「私立幼稚園児保護者に対する負担軽減」について
保護者の公私間格差是正のために、この事業のさらなる充実拡大
を求めます。

事業№3403
私立幼稚園児保
護者に対する負
担軽減

子育て支援課

2

　私立幼稚園児保護者に対する負担軽減事業につい
ては、平成１８年度から入園料補助、就園奨励費補
助、保育料補助すべてにおいて充実し、保護者負担
の軽減に努めています。今後もご要望の主旨を踏ま
え検討していきます。

80

団体 事業№3405「子ども医療費助成、児童手当」について
具体的に内容を知りたいため、載せて下さい。

事業№3405
子ども医療費助
成、児童手当

子育て支援課

8

　事業の内容については、目黒区ホームページや
「目黒区くらしのガイド」・「めぐろ子育てホッ！
とブック」や窓口での事業説明資料等で周知を図っ
ています。是非ご参照いただきますようお願いいた
します。

81

団体 事業№3406「子育て講座」について
具体的に内容を知りたいため、載せて下さい。

事業№3406
子育て講座

子ども政策課

3

　21年度は「心を育てることばかけ」をテーマに講
座を開催しました。今後の具体的な開催情報は、わ
かりやすく区報等でお知らせしてまいります。

82

団体 事業№3406「子育て講座」について
もう少し内容を詳しく発表する事で受講者も増え、親も安心出来
るかと思います。

事業№3406
子育て講座

子ども政策課

3

　21年度は「心を育てることばかけ」をテーマに講
座を開催しました。今後の具体的な開催情報は、わ
かりやすく区報等でお知らせしてまいります。
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83

個人 事業№3407「親の子育て力向上支援事業」
新規のものなので評価しにくいところではありますが、親同士や
相互に学びあい交流する講座の実施で、子育て家庭のコミュニ
ティづくりや相互の助け合いにつながることであればと期待しま
す。

事業№3407
親の子育て力向
上支援事業
（ノーバディー
ズ・パーフェク
ト事業）

子ども政策課

2

　ご意見のとおり、親同士が自分が持っている力を
出し合い、相互に学びあい、支えあう関係づくりに
つながることを願って実施してまいります。

84

団体 「事業No.3412　私立幼稚園協会に対する補助」について
区内の私立幼稚園は半数以上が学校教育法附則６条の個人立や宗
教法人立幼稚園です。その経営基盤は保育料に頼る部分が大きく
経営は盤石とは言えません。今後国や東京都は学校法人にのみ助
成する事業を中心に展開していくことが懸念されています。 そこ
で目黒区内の私立幼稚園を守るために、更なる補助の充実をお願
いいたします。

事業№3412
私立幼稚園協会
に対する補助

子育て支援課

4

　私立幼稚園協会に対する補助事業は、幼児教育の
重要性に鑑み、平成２１年度において大幅に拡充し
ました。今後も、幼児教育施設の充実及び私立幼稚
園経営の安定化という観点から、引続き検討してい
きます。

85

団体 事業№3412「私立幼稚園協会に対する補助」
区内の私立幼稚園は半数以上が学校教育法附則6条の園であり、そ
の経営は保育料によるところが大きくなっています。今後国や東
京都からの助成あるいは事業は学校法人にのみとされることが多
くなるとされています。区内の附則6条を守るためにこの事業の継
続と充実を切にお願いします。（同意見４件）

事業№3412
私立幼稚園協会
に対する補助

子育て支援課

4

　私立幼稚園協会に対する補助事業は、幼児教育の
重要性に鑑み、平成２１年度において大幅に拡充し
ました。今後も、幼児教育施設の充実及び私立幼稚
園経営の安定化という観点から、引続き検討してい
きます。

86

個人 「事業No.3501　子育て相談・子育ち相談、事業No.3502　子育て
カウンセラー派遣事業」について
縦割り行政の悪い面が表れている事業です。施設での相談や施設
への派遣ならば、区立幼稚園や私立幼稚園も当然対象とすべきで
はないでしょうか。要望のあるなしに関わらず区の事業としては
もっとオープンであるべきと考えます。

事業№3501
子育て相談・子
育ち相談
事業№3502
子育てカウンセ
ラー派遣事業

子ども政策課

1

　区立幼稚園、私立幼稚園も対象とし、ご案内させ
ていただいておりますが、わかりやすく表記を追加
します。

87

個人 「事業No.3504　子育て情報の提供」について
乳幼児検診などの時を利用して、地域の子育て情報を配布するな
ど、もっと情報提供が必要だと感じます。たとえば、子どもが産
まれてから目黒区内に引っ越してきたときなどは「めぐろ子育て
ホッ！とブック」を入手できないのではないでしょうか。区民の
自主活動など「めぐろ子ども・子育てネット」で情報収集してい
るようですが、地域の団体にこのページを活用するように呼び掛
ける広報も必要です。
また、「めぐろ子ども・子育てネット」内に情報があふれてお
り、もっと目的別、地域別、年代別などで検索が楽にできるよう
な仕組みが必要です。

事業№3504
子育て情報の提
供

子ども政策課

3

　「めぐろ子育てホッ！とブック」については、母
子手帳配布にあわせて一律全世帯に配布しておりま
す。目黒区に転入された際は一律ではなく、ご要望
に応じた配布とさせていただいておりますが、窓口
でのご案内にさらに努めてまいります。
　また、「めぐろ子ども子育てネット」について
も、さらに活用していただけるよう、周知と検索方
法の検討をしてまいります。
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88

個人 母子手帳交付時に主任児童委員など地域で相談できる人の名簿を
妊産婦の方へ渡してほしい。

事業№3504
子育て情報の提
供

子ども政策課

2

母子手帳交付の際に「めぐろ子育てホッとブック」
を配布しており、その中に名簿が掲載されていま
す。

89

団体 事業№350５「障害をもつ児童・生徒についての療育相談」
障害をもつ子どもの生活・教育について、保護者・教員等を対象
に療育相談を実施し、あわせて就学相談を実施する。
→地域で生きていくために必要な支援を地域で得られるような解
決を望みます。子どもどうしがお互いを認め合って共感をもって
ともに育っていれば大人になってからともに生きる社会を実現し
やすくなります。是非そんな場作りができる指導力を先生や支援
に当たる方々が身に付けるよう求めます。

事業№3506
障害をもつ児
童・生徒につい
ての療育相談

学務課
指導課
めぐろ学校サ
ポートセン
ター

2

　めぐろ学校サポートセンターにおける区立学校の
教職員の研修については、特別支援教育研修をはじ
め、教育相談担当者研修、教育相談初級研修、初任
者研修等に特別支援教育についての研修内容を含め
るなど進めています。
　区立学校において、人権教育、道徳教育等を通し
て、だれに対しても思いやりの心をもち、相手の立
場に立って接することができるよう、豊かな心の育
成に努めてまいります。

90

団体 事業№3505「障害をもつ児童・生徒についての療育相談」
(案)現況が実施とあるだけです。どのくらいの頻度なのか、対象
が支援級なのか、普通級にはないのか言及してください。　療育
相談および療育は、就学後は手薄になり、保護者が不安を感じる
部分です。具体的に明記してください。

事業№3505
障害をもつ児
童・生徒につい
ての療育相談

学務課

2

　平成20年度の療育相談件数は、約200件です。特
別支援学級及び通常の学級に在籍している障害のあ
る児童生徒の保護者・教員等を対象に療育相談員が
学校と連携をとりながら巡回して継続的に相談を
行っています。

91

団体 事業№3505「障害をもつ児童・生徒についての療育相談」
障害を持つ子を持った母親にとって、生活や教育について、悩み
を抱えている親が沢山いると思いますが、このような支援が受け
られることは良いことだと思いました。

事業№3505
障害をもつ児
童・生徒につい
ての療育相談

学務課

2

さらなる充実を図っていきます。

92

団体 事業№3505「障害をもつ児童・生徒についての療育相談」
もっと身近な物だと相談しやすいと思いました。また、定期的に
研修という形を取り、セミナーなど開くのも良いと思います。
全体的に幼児向けの物を増やして頂きたいと感じました。

事業№3505
障害をもつ児
童・生徒につい
ての療育相談

学務課
めぐろ学校サ
ポートセン
ター 3

　「目黒区特別支援教育推進計画」の中で、特別支
援教育に関する講演会等を開催することとしていま
す。そのなかで、療育相談を含め、特別支援教育の
理解促進につとめていきます。
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93

団体 事業№3505「障害をもつ児童・生徒についての療育相談」につい
て
障害をもつ児童や生徒について教育者が学ぶ場を充実させ、研修
する機会を増やして下さい。知識を得て保育に生かしたいです。

事業№3505
障害をもつ児
童・生徒につい
ての療育相談

めぐろ学校サ
ポートセン
ター

2

　めぐろ学校サポートセンターにおける区立学校の
教職員の研修については、特別支援教育研修をはじ
め、教育相談担当者研修、教育相談初級研修、初任
者研修等に特別支援教育についての研修内容を含め
るなど進めています。

94

団体 P66○
（案）豊かな心、ともに支えあって生きること、人権を理解する
ため、障がいの有無、障害特性に関係なく、誰でも地域の学校に
就学することを原則とする。支援級や支援学校への進学は保護者
と本人の選択に任せる。としてください。

基本目標Ⅳ
（１）学校教育
の振興
施策の方向　６
個目の○

学務課

5

　障害のある子どもたちの特別支援学級等への進学
については、保護者の理解を得ながら選択をいただ
いています。子どもたちを最大限度まで発達させる
教育の質の確保を前提として、障害のある子どもと
ない子どもが可能な限り同じ場で教育を受けられる
ようにすることは大事な事と認識しています。特別
支援学級では、通常の学級との交流を深めながら教
育活動を進めています。

95

個人 「事業No.4101　少人数学習集団による指導の拡充とティーム・
ティーチングの拡充」について
幼稚園も学校ですので当然幼稚園もこの事業に含めてください。
例えば、絵画講師や体育講師の派遣などは可能です。なお、その
場合は区立・私立を問わずに実施していただきたくお願いしま
す。

事業№4101
少人数学習集団
による指導の拡
充とティーム・
ティーチングの
拡充

指導課
子育て支援課

4

　区立幼稚園については、保育助手を配置して保育
体制の充実を図っております。また、地域の知識や
技能を持つ人などの人材にゲストティーチャーやボ
ランティアとしてご協力いただき教育活動の充実を
図ります。
　私立幼稚園の教育活動は、それぞれの園が判断、
実施されるものです。

96

団体 事業№4101「少人数学習集団による指導の拡充とティーム・
ティーチングの拡充」
少人数の学習団をつくり、学習内容の習熟の程度に応じた指導や
課題学習や発展学習を取り入れた指導を行う。また、復習の教員
が協力して指導と評価を行うティーム・ティーチングを充実す
る。
→子どもの抱える困難に応じて理解し易く教える技術を、指導に
当たる方々が習得するよう求めます。

事業№4101
少人数学習集団
による指導の拡
充とティーム・
ティーチングの
拡充

指導課

3

　各学校において校内研修及び校内研究会を活用し
て教員の授業力向上に努めています。
さらに、めぐろ学校サポートセンターにおいては、
様々な授業力向上のための研修を実施し、各校から
教員が参加して授業力向上を図っています。
　今後も子どもたち一人一人の学習の定着状況に応
じたきめ細やかな授業が行えるよう、教員の授業力
向上に努めます。
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97

団体 事事業№4101「少人数学習集団による指導の拡充とティーム・
ティーチングの拡充」について
幼稚園も学校です。是非、幼稚園のティーム・ティーチング推進
を事業化して下さい。（同意見２件）

事業№4101
少人数学習集団
による指導の拡
充とティーム・
ティーチングの
拡充

指導課
子育て支援課

4

　区立幼稚園については、保育助手を配置して保育
体制の充実を図っております。また、地域の知識や
技能を持つ人などの人材にゲストティーチャーやボ
ランティアとしてご協力いただき教育活動の充実を
図ります。
　なお、私立幼稚園については、それぞれの園で判
断、実施されるものです。

98

個人 「事業No.4104　自然体験・生活体験の場の充実」について
学校だけが子どもたちに自然体験や生活体験の場を提供できるわ
けではありません。
学校や学年を越えた別の集団である青少年教育団体に委託してで
きることもあるはずです。子どもを学校だけにしばるといじめが
起きやすくなり、友達も限られます。学校にしばるだけでなく、
もっと広い視野で子どもたちに自然・生活を体験してもらえるよ
うな施策をぜひ検討ください。

事業№4104
自然体験・生活
体験の場の充実

指導課

6

　子どもたちの社会性や豊かな人間性をはぐくむた
め、今までの移動教室や夏季休業中におこなってい
た林間学園等を「自然宿泊体験教室事業」として学
期中に行えるよう再構築し、区立の小学校４年生か
ら中学校１年生までの４年間を通じて集団宿泊活動
や自然体験活動などの豊かな体験活動の充実を図っ
てまいります。

99

団体 事業№4104「自然体験、生活体験の場の充実」について
幼稚園で行われる自然体験学習や宿泊体験についても是非事業化
して下さい。（同意見２件）

事業№4104
自然体験・生活
体験の場の充実

指導課

4

　自然の美しさ、不思議さなどの触れる活動を幼稚
園内だけでなく、近隣の施設や遠足などにおいて工
夫、充実させることで、豊かな心をはぐくんでまい
ります。

100

団体 事業№4104「自然体験、生活体験の場の充実」について
私立幼稚園で行われる自然体験・生活体験についても、事業化を
求めます。

事業№4104
自然体験・生活
体験の場の充実

子育て支援課

7

　私立幼稚園については、それぞれの園で判断、実
施されるものです。
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101

団体 本総合計画素案に、「子どもと読書」の問題が欠落しています。
＜状況＞国は、平成13年12月に「子どもの読書活動の推進に関す
る法律」を公布・施行しました。世田谷区では、平成18年3月に
「世田谷区子ども読書活動推進計画」を策定し、子どもたちが、
家庭や地域、図書館、学校などで、本に親しみ、読書習慣を身に
付けることができる環境づくりに取り組んでいます。これによ
り、子どもの読書環境は、充実していると世田谷区民から聞いて
います。
目黒区では、保健センターで行われる10・11か月育児学級での絵
本の紹介は、ひとりひとりの親子への働きかけが薄い。地域図書
館でおはなし会が行われているが、参加者数が多くない。学校図
書館に専任の司書教諭がいない。法律で12学級以上の学校には、
司書教諭か学校司書を置かなければならないとあるにもかかわら
ず、図書ボランティアに頼っていると思います。総合計画に、世
田谷区のような読書活動推進計画の策定を加え、遅ればせなが
ら、家庭、地域、学校が力を合わせて、目黒区の子どもの読書推
進ができるよう、計画しなければならないと考えます。

事業№4106
読書活動の推進

事業№4305
図書館の子ども
向け事業

指導課
八雲図書館
保健予防課

8

　目黒区では、平成16年2月に「目黒区子ども読書
活動推進のための方針」を策定し、平成21年3月に
改定を行いました。　その中で、①家庭、地域にお
ける子ども読書活動の推進②区立図書館における子
ども読書活動の推進③小中学校における子ども読書
活動の推進④幼稚園、保育園等における子ども読書
活動の推進を図るため、各々の具体的な取組を定
め、実践しているところです。また、保健センター
で実施している10・11か月育児学級における絵本の
紹介等についてはやり方を工夫し、一人ひとりの親
子への働きかけをさらに強めてまいります。併せ
て、今後、各図書館での乳幼児コーナーの設置や乳
幼児向けのお話会の実施も検討してまいります。
　学校図書館についてですが、東京都では、専任の
司書教諭の配置は行ってはございませんが、12学級
以上の学校には司書教諭の免許を持った教員の中か
ら、学校図書館司書教諭の兼務発令をおこなってい
ます。目黒区は、独自に全区立小中学校に司書等の
資格や経験を持つ学校図書館ボランティアリーダー
を派遣し、各学校の保護者ボランティアへの支援や
助言を行い、読書活動及び学校図書館の機能の充実
に努めているところです。今後、学校図書館ボラン
ティアリーダーの派遣時間拡大を検討し、保護者と
の協力体制のもと学校図書館運営の充実を図ってま
いります。

102

団体 事業№4107「放課後学習の支援（学習指導員の配置）」
学習指導員を活用した放課後の学習支援を行うことにより、基礎
基本の確実な定着を図る。
児童・生徒一人ひとりの学力や学習意欲に応じた学習の機会を拡
大するため、放課後の学習を支援する学習指導員を配置し、より
組織的な学習支援を実施する。
→№４101番同様、指導に当たる方には、誰にでも分かり易く教え
る技術の習得を求めます。

事業№4107
放課後学習の支
援（学習指導員
の配置）

指導課

3

　学習指導員及び放課後学習指導員については、原
則として教員免許を持っている方を公募していま
す。
　指導にあたっては、教員との連携のもと指導にあ
たり、指導力の向上に努めてまいります。
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103

団体 事業№4109
①特別支援教育の推進
②通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒への支援
③教職員への助言や支援

通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒への学習面や生活面
の支援のため特別支援教育支援員の配置などを行う。また、通常
の学級に在籍する障害のある児童・生徒への理解を深めるため
に、医学・心理・教育など専門家による教職員への助言や支援を
推進する。
→障害により支援を限定されることなく、どんな子どもでも支援
の必要があれば区別無く支援を得られるよう求めます。また、支
援を受けることについて偏見をなくし、すぐそばにいるお互いが
共感をもてるような指導を求めます。

事業№4109
①特別支援教育
の推　進
②通常の学級に
在籍する障害の
ある児童・生徒
への支援
③教職員への助
言や支援

めぐろ学校サ
ポートセン
ター

2

　めぐろ学校サポートセンターでは、子ども総合計
画の本事業の｢事業概要」欄の記載のとおり進めて
いく考えです。区立学校における特別支援教育の推
進については、目黒区教育委員会が「目黒区特別支
援教育推進計画」を定め、①特別支援教育への理解
促進のための啓発活動、②特別支援学級に在籍する
児童・生徒への指導の充実、③通常の学級に在籍す
る発達障害等の児童・生徒への指導の充実、④特別
支援学校に在籍する児童・生徒の地域交流の推進、
⑤就学相談の充実、⑥関係機関との連携の充実を推
進施策とし、進めてまいります。

104

団体 P70＜事業NO4109＞②通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒
への支援
（案）支援が必要な児童が通常級に在籍する場合には、区の責任
においてクラスに支援員を配置し個別教育支援計画書の作成を行
う。

事業№4109
①特別支援教育
の推進
②通常の学級に
在籍する障害の
ある児童・生徒
への支援
③教職員への助
言や支援

めぐろ学校サ
ポートセン
ター

2

　特別支援教育専門員が学習面及び生活面での特別
な配慮が必要と判断し、かつ保護者の承諾が得られ
た児童・生徒に対して特別支援教育支援員を配置し
ています。その場合、学校は「個別の教育支援計
画」と「個別指導計画」を作成し、きめ細かな指導
が行えるよう活用しています。

105

個人 特別支援教育の推進は限られた子どもだけが対象となっている。
どの子も地域でともに育つという視点からインクルーシブ教育の
考えに沿った教育を強く望みます。

事業№4109
①特別教育支援
教育の推進
②通常の学級に
在籍する障害の
ある児童・生徒
への支援
③教職員への助
言や支援

学務課

8

子どもにとって、もっともふさわしい学校はどこか
ということを第一義に考えています。また、地域と
のつながりは重要なので、特別支援学級と通常学級
との交流などを図っています。
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106

個人 就学相談の結果について、１枚の紙に特別支援学級に行くように
書いてあるだけで、審議の詳細が一切わからない。将来に向けた
内容にして欲しい。

事業№4110
①特別教育支援
教育の推進
②通常の学級に
在籍する障害の
ある児童・生徒
への支援
③教職員への助
言や支援

学務課

8

通知を出した後で、連絡をとり、継続して相談等の
フォローをしています。

107

団体 事業№4110「特別支援学級の増設」
一人ひとりの障害の状況に応じた適切な指導が実現できるよう
に、対象児童・生徒数の推移を考慮し、情緒障害学級の増設を図
る。
→どんな子どもでも地域の一員です。互いを理解しあえるような
学びの場を求めます。また、障害によって区別することなく、必
要とする支援の形がとれるよう求めます。

事業№4110
特別支援学級の
増設

学務課

2

　子どもたちを最大限度まで発達させる教育の質の
確保を前提として、障害のある子どもとない子ども
が可能な限り同じ場で教育を受けられるようにする
ことは大事な事と認識しています。特別支援学級で
は、通常の学級との交流を深め教育活動を進めてい
ます。今後も、国や他の自治体などの動向を踏まえ
ながら対応していきます。

108

個人 就学相談の結果について、１枚の紙に特別支援学級に行くように
書いてあるだけで、審議の詳細が一切わからない。将来に向けた
内容にして欲しい。

事業№4110
①特別教育支援
教育の推進
②通常の学級に
在籍する障害の
ある児童・生徒
への支援
③教職員への助
言や支援

学務課

8

通知を出した後で、連絡をとり、継続して相談等の
フォローをしています。
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109

個人 配偶者控除などの廃止が実現すれば、今後女性の働き方も変わっ
て行くようになると思います。また、我々を取り巻く経済状況か
らも、少しでも収入を得たいと考える家庭も少なくありません。
子育てのためにやむを得ず離職することになった子育て中のお母
さん方が、少しでも早く社会復帰ができるよう、保育サービスの
充実をお願いしたいと思います。
特に、区立幼稚園における地域に根差した、すばらしい保育の恩
恵を被ってきた者として、多くの子どもたちが区立幼稚園に入る
ことを選択していただけるよう、３歳児からの受け入れと延長保
育の実施をご検討いただきたく思います。

基本目標Ⅳ
（２）幼児教育
の振興

教育改革推進
課

2

　保護者の就労ニーズに応えるために、平成１８年
度から「みどりがおか幼稚園」において、午後４時
３０分までの預かり保育を実施し、平成２０年度か
らは預かり保育の時間延長（午前８時から午後６時
１５分）を実施したところです。また、実施計画に
は、「区立幼稚園の認定こども園への移行」とし
て、区立幼稚園５園のうち２園の認定こども園移行
を掲げました。これは、子育て家庭の様々な保育・
教育ニーズに応えるため、保護者の就労の有無にか
かわらず、教育と保育を一体的に提供するととも
に、地域の子育て支援のための拠点を整備し、区全
体の幼児教育の振興を図っていくていくものです。
　認定こども園の具体的な整備内容を検討していく
中で、保育開始年齢についても、様々な意見を踏ま
えながら検討していきます。

110

個人 「事業No.4201　私立幼稚園への幼児教育研究委託」について
目黒区内の大部分の幼児が通う私立幼稚園に対しての研究委託は
たいへんありがたく思っております。事業の継続とさらなる充実
を求めます。しかしながら現実問題として、区内の幼児教育はほ
とんど私立幼稚園がになっております。単に幼児教育研究委託と
いうのではなく、目黒区の幼児教育事業を私立幼稚園が行うと言
う意味で幼児教育事業委託費を創設して、幅広い観点からさまざ
まに幼児教育に関する事業ができるようにすべきと考えます。

事業№4201
私立幼稚園への
幼児教育研究委
託

子育て支援課

4

　幼児教育の発展・振興については、私立幼稚園の
果たす役割が非常に重要だと認識しています。ご要
望の主旨も踏まえ、現状の委託事業、今後の幼児教
育の振興事業に対する助成のあり方について、研究
していきます。

111

団体 事業№4201「私立幼稚園への幼児教育研究委託」について
目黒区内の大部分の幼児が通う私立幼稚園の教育を充実させるた
め、また職員の資質向上のために必要な事業です。今後更なる拡
充をお願いします。（同意見３件）

事業№4201
私立幼稚園への
幼児教育研究委
託

子育て支援課

4

　幼児教育の発展・振興については、私立幼稚園の
果たす役割が非常に重要だと認識しています。今後
もご要望の主旨を踏まえ検討していきます。

112

団体 事業№4201「私立幼稚園への幼児研究委託」
区内の幼稚園教育の8割以上を担っている私立幼稚園への研究委託
であることから、私立幼稚園としては区内の幼稚園教育の質の向
上に強い思いをもって取り組み、委託を受けています。事業の一
層の拡充を要望します。

事業№4201
私立幼稚園への
幼児教育研究委
託

子育て支援課

4

　幼児教育の発展・振興については、私立幼稚園の
果たす役割が非常に重要だと認識しています。今後
もご要望の主旨を踏まえ検討していきます。
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113

個人 「事業No.4203　区立幼稚園における遊びを通した教育」について
幼稚園は遊びを通して教育する場です。区立の幼稚園ではその基
本的なことができていないのかと疑われるような事業ですので、
この事業は不要です。なお、幼稚園は「幼稚園教育要領」で「学
習指導要領」ではありません。教育要領に従って教育していくこ
とは区立幼稚園では当然のことです。

事業№4203
区立幼稚園にお
ける遊びを通し
た教育

指導課

8

　幼児教育はこれまでも生きる力の育成をめざし、
遊びを通して教育をしています。
　区民の皆さんに幅広く理解を求めることから、あ
らためて事業として載せるものです。
　幼稚園教育要領の文言については修正してまいり
ます。

114

団体 事業№4203「区立幼稚園における遊びを通した教育」について
幼稚園は遊びを通して教育する所です。区立の幼稚園はそれが出
来ていないのでしょうか。これは事業化することに意味があると
は思えません。（同意見３件）

事業№4203
区立幼稚園にお
ける遊びを通し
た教育

指導課

8

　幼児教育はこれまでも生きる力の育成をめざし、
遊びを通して教育をしています。
　区民の皆さんに幅広く理解を求めることから、あ
らためて事業として載せるものです。

115

団体 事業No.4203「区立幼稚園における遊びを通した教育」
幼児期の教育の基本が遊びを通して行われるものであることは、
20年以上前の幼稚園教育要領に既に強調されていることであり、
いまさら事業とするようなものではないと思われる。

事業№4203
区立幼稚園にお
ける遊びを通し
た教育

指導課

8

　幼児教育はこれまでも生きる力の育成をめざし、
遊びを通して教育をしています。
　区民の皆さんに幅広く理解を求めることから、あ
らためて事業として載せるものです。
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116

個人 「事業No.4204　区立幼稚園の認定こども園への移行」
この事業は意味がありません。区立幼稚園を認定こども園に移行
する前に、保育所での保育所保育指針に則った教育をどのように
展開していくか、私立幼稚園の独自の教育方針をどのように保障
していくのかを考えることが先です。
また、目黒区において４、５歳児をたんに長時間預かるようにし
ても教育委員会の管轄する幼児教育を推進していくことにはなり
ません。
むしろ今求められているのは待機児解消ですので、区立幼稚園は
保育所へ転換するのが現在求められている正しい政策であると思
います。
なお、隣接する小学校に給食設備があるにも関わらず、区立幼稚
園に給食設備を新たに設置することも無駄ではないでしょうか。
認定こども園ありきの本事業には反対です。取り下げを求めま
す。

事業№4204
区立幼稚園の認
定こども園への
移行

教育改革推進
課

5

　平成19年3月、区立幼稚園5園のうち2園を認定こ
ども園へ移行する考えをまとめました。働きながら
幼児教育を受けさせたいという子育て家庭のニーズ
に応えるとともに、地域の子育て支援の拠点とし
て、区全体の幼児教育の振興を図っていくために必
要な施策の一つと考えています。
　また、保育所待機児童の急増など新たな状況に対
しても、今後5年間で待機児童ゼロを目標に掲げ、
保育所整備の促進を図るとともに、他の区立幼稚園
についても、子育て家庭をめぐる環境の変化を見据
えて、今後対応していきたいと考えています。
　さらに、私立幼稚園についても、入園者補助の充
実など保護者負担の公私格差是正に努めているとこ
ろです。
　このように、様々な施策を組み合わせながら、全
ての子育て家庭の支援と区全体の幼児教育の振興を
図っていくことが必要であると考えています。
　なお、給食施設整備については、近接学校施設の
活用も十分検討したうえでの計画です。
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117

団体 事業№4204「区立幼稚園の認定こども園への移行について」
区の資料によって必要なのは0,1,2歳のこどもの施設であることが
よく分かりました。これを区立幼稚園を利用して「認定こども
園」へ移行する経済的合理性は理解します。しかし経済を優先す
るおとな社会の姿勢の中で、将来を担うこども達がよく育つかは
保障されていません。そのことは皆様お分かりのことでしょう。
私立幼稚園は、これまでの区民への長きに亘る後見の歴史と人間
教育・人間形成に携わる者の専門的な見識から大きな懸念を持っ
ています。待機児童対策と預かり保育の課題には、目黒区の場
合、私立幼稚園への補助制度を設けるか、補助事業としてではな
く委託事業とすること対応することが出来るはずです。表記事業
だけに多額を費やすのでは見当違いとも思われる。

事業№4204
区立幼稚園の認
定こども園への
移行

教育改革推進
課

5

　平成19年3月、区立幼稚園5園のうち2園を認定こ
ども園へ移行する考えをまとめました。働きながら
幼児教育を受けさせたいという子育て家庭のニーズ
に応えるとともに、地域の子育て支援の拠点とし
て、区全体の幼児教育の振興を図っていくために必
要な施策の一つと考えています。
　また、保育所待機児童の急増など新たな状況に対
しても、今後5年間で待機児童ゼロを目標に掲げ、
保育所整備の促進を図るとともに、他の区立幼稚園
についても、子育て家庭をめぐる環境の変化を見据
えて、今後対応していきたいと考えています。
　さらに、私立幼稚園についても、入園者補助の充
実など保護者負担の公私格差是正に努めているとこ
ろです。
　このように、様々な施策を組み合わせながら、全
ての子育て家庭の支援と区全体の幼児教育の振興を
図っていくことが必要であると考えています。

118

団体 事業№4204「区立幼稚園の認定こども園への移行」について
何の為に認定子ども園なのかわかりません。区の資料からは必要
のないことは明らかです。区立幼稚園の役割は終わったとも言わ
れています。施設の有効活用を目指すなら、他のやり方があるは
ずです。目黒区の幼児教育の実態からはその振興充実のためなら
ば、私立幼稚園の補助事業から委託事業へと変革し、保育所での
教育に目を向けるべきです。この事業の廃止を訴えます。(同意見
３件）

事業№4204
区立幼稚園の認
定こども園への
移行

教育改革推進
課

5

　平成19年3月、区立幼稚園5園のうち2園を認定こ
ども園へ移行する考えをまとめました。働きながら
幼児教育を受けさせたいという子育て家庭のニーズ
に応えるとともに、地域の子育て支援の拠点とし
て、区全体の幼児教育の振興を図っていくために必
要な施策の一つと考えています。
　また、保育所待機児童の急増など新たな状況に対
しても、今後5年間で待機児童ゼロを目標に掲げ、
保育所整備の促進を図るとともに、他の区立幼稚園
についても、子育て家庭をめぐる環境の変化を見据
えて、今後対応していきたいと考えています。
　さらに、私立幼稚園についても、入園者補助の充
実など保護者負担の公私格差是正に努めているとこ
ろです。
　このように、様々な施策を組み合わせながら、全
ての子育て家庭の支援と区全体の幼児教育の振興を
図っていくことが必要であると考えています。
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119

団体 事業№4204「区立幼稚園の認定子ども園への移行」
この事業計画は、区民のニーズに裏づけされたものではなく、ま
た就学前教育の視点からも意義が立証されたものではありませ
ん。したがって多額の区費を投入して事業を展開することに反対
します。計画の見直しを求めます。

事業№4204
区立幼稚園の認
定こども園への
移行

教育改革推進
課

5

　平成19年3月、区立幼稚園5園のうち2園を認定こ
ども園へ移行する考えをまとめました。働きながら
幼児教育を受けさせたいという子育て家庭のニーズ
に応えるとともに、地域の子育て支援の拠点とし
て、区全体の幼児教育の振興を図っていくために必
要な施策の一つと考えています。
　また、保育所待機児童の急増など新たな状況に対
しても、今後5年間で待機児童ゼロを目標に掲げ、
保育所整備の促進を図るとともに、他の区立幼稚園
についても、子育て家庭をめぐる環境の変化を見据
えて、今後対応していきたいと考えています。
　さらに、私立幼稚園についても、入園者補助の充
実など保護者負担の公私格差是正に努めているとこ
ろです。
　このように、様々な施策を組み合わせながら、全
ての子育て家庭の支援と区全体の幼児教育の振興を
図っていくことが必要であると考えています。

120

個人 ”区立幼稚園の認定子ども園への移行”について
私はこの計画の実行に反対し、計画の取り下げを求めます。私立
幼稚園園児保護者への支援が充分にされていないにもかかわら
ず、運営費別、事業費のみで約４億もの多額の税金を使い、区立
幼稚園を不必要な認定子ども園へ移行することには納得がいきま
せん。（同意見２件）

事業№4204
区立幼稚園の認
定こども園への
移行

教育改革推進
課

5

　平成19年3月、区立幼稚園5園のうち2園を認定こ
ども園へ移行する考えをまとめました。働きながら
幼児教育を受けさせたいという子育て家庭のニーズ
に応えるとともに、地域の子育て支援の拠点とし
て、区全体の幼児教育の振興を図っていくために必
要な施策の一つと考えています。
　また、保育所待機児童の急増など新たな状況に対
しても、今後5年間で待機児童ゼロを目標に掲げ、
保育所整備の促進を図るとともに、他の区立幼稚園
についても、子育て家庭をめぐる環境の変化を見据
えて、今後対応していきたいと考えています。
　さらに、私立幼稚園についても、入園者補助の充
実など保護者負担の公私格差是正に努めているとこ
ろです。
　このように、様々な施策を組み合わせながら、全
ての子育て家庭の支援と区全体の幼児教育の振興を
図っていくことが必要であると考えています。
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121

団体 事業№4204「区立幼稚園の認定子ども園への移行」について
一時的な待機児童の解消のために、多くの費用を用いず、保育所
の拡充や私立幼稚園の預かり保育拡充のための補助をするなど、
再考が必要と考えます。

事業№4204
区立幼稚園の認
定こども園への
移行

教育改革推進
課

5

　平成19年3月、区立幼稚園5園のうち2園を認定こ
ども園へ移行する考えをまとめました。働きながら
幼児教育を受けさせたいという子育て家庭のニーズ
に応えるとともに、地域の子育て支援の拠点とし
て、区全体の幼児教育の振興を図っていくために必
要な施策の一つと考えています。
　また、保育所待機児童の急増など新たな状況に対
しても、今後5年間で待機児童ゼロを目標に掲げ、
保育所整備の促進を図るとともに、他の区立幼稚園
についても、子育て家庭をめぐる環境の変化を見据
えて、今後対応していきたいと考えています。
　さらに、私立幼稚園についても、入園者補助の充
実など保護者負担の公私格差是正に努めているとこ
ろです。
　このように、様々な施策を組み合わせながら、全
ての子育て家庭の支援と区全体の幼児教育の振興を
図っていくことが必要であると考えています。

122

団体 事業№4205「幼児と児童の交流活動」について
最近よく耳にする「小１プロブレム」と呼ばれる、学校生活にう
まく対応できない児童が今後も増加しない為にも、幼稚園と小学
校の教員同志が密に連携を取り合える関係を築いたり、情報交換
できる機会を持てると良いのではないかと感じます。
幼稚園教論という私自身の立場から、小学校の現状を知ること
で、幼稚園教育に生かせる点もあるのではないかと思われます。
又、実際に幼児と児童が交流する機会が持てるよう事業の充実を
望みます。

事業№4205
幼児と児童の交
流活動

指導課

2

　各幼稚園・小学校において、連携、交流を図るた
め、幼児・児童の交流活動や教員の連絡会を開催し
ています。
めぐろ学校サポートセンターにおいては、幼稚園、
保育園、小学校との連携を図り、就学前教育と小学
校教育の円滑な接続を図るための就学前教育研修幼
保小連絡会を行っています。
　今後、さらに就学前の子どもたちが円滑に小学校
生活に移行していけるよう、幼児と児童の交流活動
を推進します。

123

団体 事業№4205「幼児と児童の交流活動」
幼児と児童との交流を持つことで、就学前の子どもは、小学校が
どのようなところなのかを理解し、期待を持って入園まで過ごせ
ることや、小学生は幼児に小学校の良さを伝えられ、良いのでは
ないかと思います。
もっとこのような活動が広まれば良いと思います。

事業№4205
幼児と児童の交
流活動

指導課

2

　各幼稚園・小学校において、就学前の子どもたち
が期待をもって入学できるようにするとともに、小
学生が就学前の子どもたちを理解するための様々な
交流活動を実施しています。
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124

団体 事業№4205「幼児と児童の交流活動」
幼小連携が取り上げられている今、すごく良い活動だと思う。
年長と小学生との交流がメインになってしまいがちだが、年少・
年中と、小学生との関わりも積極的に行うべきだと思う。
また、保育者同士の交流の意味もこめて、互いに見学したり意見
交換をしてはと思う。
また、保育園も参加したら、なお良いと思う。

事業№4205
幼児と児童の交
流活動

指導課

2

　各幼稚園・小学校において、連携、交流を図るた
め、幼児・児童の交流活動や教員の連絡会を開催し
ています。
　めぐろ学校サポートセンターにおいては、幼稚
園、保育園、小学校との連携を図り、就学前教育と
小学校教育の円滑な接続を図るための就学前教育研
修幼保小連絡会を行っています。

125

団体 事業№4205「幼児と児童の交流活動」
とても良いと思いました。実際に、私も交流会に参加した事があ
り、園児が小学1年生とペアを組み、お店屋さんごっこを回るとい
う内容でした。実際に、授業に参加する事で、期待が持てると思
います。また、好き嫌い（食事）が多いので、実際に配膳する事
で給食にも興味が持てる内容だと思います。

事業№4205
幼児と児童の交
流活動

指導課

2

　各幼稚園・小学校において、就学前の子どもたち
が期待をもって入学できるようにするとともに、小
学生が就学前の子どもたちを理解するための様々な
交流活動を実施しています。
　今後、さらに就学前の子どもたちが円滑に小学校
生活に移行していけるよう、幼児と児童の交流活動
を推進します。

126

団体 子ども総合計画第四章「文化・スポーツ活動の振興」について子
どもたちの健全な成長・発達のためには、舞台芸術体験は欠かせ
ないものだと考えています。舞台芸術の鑑賞機会と、舞台芸術の
手法を用いたワークショップ等の舞台芸術体験活動の拡充を切に
願います。

基本目標Ⅳ
（３）文化・ス
ポーツ活動の振
興

企画調整課

7

　財団法人目黒区芸術文化振興財団では、めぐろ
パーシモンホールにおいて、子どもたちを含めた若
年者を対象とした参加型事業「めぐろティーンズプ
ログラム」、「子ども鑑賞事業」、体験型ワーク
ショップなどを実施しています。同財団に意見の趣
旨を伝達します。

127

団体 事業№4305の「子どもに魅力ある文化事業」において、事業の充
実と発展を達成するため、是非市民が参画・共同できるようなシ
ステムを作っていただきたいと思います。

事業№4305〕
子どもに魅力の
ある芸術文化事
業

企画調整課

7

　事業No.4305子どもに魅力のある芸術文化事業に
ついては、美術館・パーシモンホールで子どもたち
に魅力のある事業の充実を図るものとしています。
両施設とも財団法人目黒区芸術文化振興財団に管理
を行なわせていますので、意見の趣旨を伝達しま
す。

128

個人 「事業No.4306　子どもへの伝統文化の継承」について
子どもたちに伝統文化を継承していくことは大切な事業です。ぜ
ひ継続充実してください。できれば、幼稚園まで対象を広げてい
ただきたくお願いします。

事業№4306
子どもへの伝統
文化の継承

地域学習課

8

　夏休み子ども教室は短期間であり時間をかけた対
応ができないので、小学生を対象としています。古
民家では、正月飾り、七夕、お月見など幼児を対象
とした事業を実施しています。
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129

団体 事業№4306「子どもへの伝統文化の継承」について
子どもに伝統文化を大切にすることを教えるのは、その心と伝承
とともに重要なことです。幼稚園まで範囲を広げたり、伝統文化
の範囲を広げるなど事業の拡大を求めます。（同意見３件）

事業№4306
子どもへの伝統
文化の継承

地域学習課

8

　夏休み子ども教室は短期間であり時間をかけて対
応ができないので、小学生を対象としていますが、
古民家では、正月飾り、七夕、お月見など幼児を対
象とした事業を実施しています。対象伝統文化事業
は拡大を予定しています。

130

団体 事業№4306「子どもへの伝統文化の継承」について
近年子どもたちは地域のお年寄りとの関わりが少なくなってきて
います。伝統文化の継承の為だけでなく地域の人々との関わりの
為にも多くの機会を積極的につくっていくべきだと感じます。

事業№4306
子どもへの伝統
文化の継承

地域学習課

2

　放課後フリークラブ事業の子ども教室において、
地域の方々に関わっていただいており、今後も継続
します。

131

団体 前回の中間答申についてのパブリックコメント№50の対応結果
で・・・ご意見の趣旨は答申に盛り込みます）
47ページ上から○５つ目「・・・伝統と文化を学び親しむ機会の
充実・・・」→「・・・伝統と文化・芸術を学び親しむ機会の充
実・・・」とあったのですが盛り込まれているのでしょうか？

中間答申のパブ
リック・コメン
トの反映につい
て

企画調整課

2

平成18年の教育基本法の改正により、教育の目標と
して「伝統と文化の尊重」が加えられました。これ
を踏まえ、基本目標Ⅳ（１）施策の方向において、
「伝統と文化を学び親しむ機会の充実」を掲げたと
ころです。このうちに芸術も含まれています。

132

個人 「基本目標Ⅴ　子どもが地域で育つ（１）魅力ある居場所の拡
充」について
寺・神社・教会などは宗教施設ではありますが公共施設でもあり
ます。そこが子どもの居場所となっているのであれば寺等も居場
所と位置付けるべきではないでしょうか。つまり施策の中にも委
託できることは委託しても良いのではないかと考えます。ぜひ調
査をして事業化してください。

基本目標Ⅴ
（１）魅力ある
居場所の拡充

子育て支援課

4

宗教施設は、その宗教団体の目的で設けられている
ものであり、行政が継続して使用する委託事業化は
難しいと考えます。

133

団体 事業No.5102「児童館整備」に関する意見
児童館整備の具体的な計画を明記してください。現行の基本計画
には住区ごとに児童館を整備すると明記されています。住区は小
学校区域でもあるため、小学生の生活圏域に必要な施設は全ての
住区に等しく揃っているべきものと思います。
児童館は0歳から18歳までを対象とし、小学生の生活圏域にとって
必要な基本的施設です。住区内の児童館の有無の差は同一区内で
の格差を生むことにもなりますので児童館未整備地区における整
備計画を明確にしてください。 （同意見１０件）

事業№5102
児童館整備

子育て支援課

3

　児童館については、原則として住区ごとに１か所
整備することになっており、現在、１３館整備され
ていますが未整備住区は今後の課題と考えていま
す。当面、未整備住区への対応として、移動児童
館、出張児童館の事業を行っています。また、平成
２２年度には鷹番地域を対象として公設民営の中央
町児童館を開設いたします。
　今後の児童館整備につきましては、他の施設との
整備にあわせた複合化等を考慮に入れて検討してま
いります。
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134

個人 南部地区では児童館整備が遅れています。子供総合計画には今後
の未整備地区への整備方針を明確にして下さい。

事業№5102
児童館整備

子育て支援課

3

　今後の児童館整備につきましては、他の施設との
整備にあわせた複合化等を考慮に入れて検討してま
いります。

135

個人 今回の意見募集ですが、児童館未整備地区への整備方針をきちん
と打ち出していただきたく、メールいたしました。ここ2,3日前
に、制服をきた中学生らしい学生に、通りがかりの児童が後ろか
ら、こづかれるという事件があったと聞きました。中高生の居場
所がないから、とは一概にくくれませんが小学低学年の息子を持
つ身では、大変不安を感じております。せめて、住区ごとにこど
もたちの顔がわかるように交流できる場所として児童館を設置し
てください。どこの誰だかわかるように、顔がみえる場所づくり
をお願いいたします。

事業№5102
児童館整備

子育て支援課

3

　児童館については、原則として住区ごとに１か所
整備することになっており、現在、１３館整備され
ていますが未整備住区は今後の課題と考えていま
す。当面、未整備住区への対応として、移動児童
館、出張児童館の事業を行っています。また、平成
２２年度には鷹番地域を対象として公設民営の中央
町児童館を開設いたします。
　今後の児童館整備につきましては、他の施設との
整備にあわせた複合化等を考慮に入れて検討してま
いります。

136

個人 児童館未整備の地区があるが、学校の改築や碑文谷体育館の改築
に合わせて、整備を検討してほしい。

事業№5102
児童館整備

子育て支援課

5

改築など整備する際は、全庁的にどのような施設が
必要かを検討したうえで整備計画を立てています
が、碑文谷体育館整備計画の中に児童館整備につい
ては組み入れていません。
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137

個人 来年、碑小学校入学を控えています。
碑小は、校舎も新しくなりモデル校ということもあり、年々、人
気が出ているようです。低学年の放課後のすごし方について、改
革を促したくお便りしました。目黒区はランドセル広場という取
組みがありますが、碑小は低学年は水曜のみです。高学年の子た
ちが授業があるためらしいのですが、ランドセルを学校に置い
て、そのまま放課後遊べるスタイルをなんとか毎日できるようお
願いします。一度家に帰宅してから、３：３０～なら校庭を使え
るとのことですが、一度家に帰宅するのを安全性を考え、最小限
にしたいです。学校でそのままというのが、何よりも安全です。
品川区のすまいるというサービスは、目黒区在住の私には非常に
魅力的です。低学年こそが毎日ランドセルを置いて、そのまま学
校で遊べるよう、方針を変えていただけませんか？碑小に問い合
わせたら、区の方針が変わればという返答でした。お願いしま
す。

事業№5109
放課後フリーク
ラブ事業の推進

地域学習課

4

　ランドセルひろばは、放課後の校庭を活用して実
施しているため、学校の授業終了後の開始となりま
す。高学年の授業がある場合は、校庭の広さなど施
設面の関係や安全等の理由により、開始時間が遅く
なり、低学年は一度帰宅してからの時間帯となる場
合があります。

138

団体 どの分野にはいるのかわからないが、意見を一つ。幼稚園保護者
は長年にわたり住区センターの会議室（和室）を利用して保護者
同士の懇親会をしてきた。子育てのために情報交換・共有、悩み
の分かち合い・解消が目的であるが、それこそ住民の基本的な子
育ての支援の場として住区センターは利用されていた。それが09
年度より、乳児、未就園のいわゆる0,1,2歳児を連れた会合の場
合、住区センターの会議室は利用できないことになったと聞く。
その子ども達と保護者達は幼稚園・学校ではなく、地域の・安価
で借りられる・和室だからこそが必要で安心なのである。保護者
住民に対し、どの局がどのように十分な説明をしているだろう
か。また、他に保護者達はどこにその場を求めるべきだろうか。
それを行政は保育園・幼稚園で処理せよということなのであれ
ば、当然現行の施設では賄えない。これまた「子育て支援」補助
の対象となろう。あるいは子育て支援課と地域住民サービスに跨
る課題であろうが、こうした小さなことも住民と心を通わせるべ
き緊急の課題と認識していただきたい。

基本目標Ⅴ
（２）子育て
ネットワークづ
くり

各地区サービ
ス事務所

7

　住区センターの運営・管理につきましては、住区
の区民の方々に住民会議というコミュニティ団体を
結成して頂き、その団体にお願いしており、それぞ
れの住民会議が地域の特性を活かし、自主的な形で
運営・管理を行っております。
また、住民会議は、住区センターを活動の拠点とし
て、青少年育成・防災・環境問題等の住区のいろい
ろな課題の解決に向けて取り組んでいます。子育て
支援も重要な課題のひとつととして、濃淡はありま
すが各住民会議とも取り組んでおり、いろいろな事
業を行っております。
　ご指摘の件につきましては、会議室利用に当たり
何らかの誤解があったと思われますので、区といた
しましては、住区センターの運営・管理を行うに当
たっては利用者に誤解を与えないような配慮を各住
民会議にお願いしていきたいと考えています。
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139

個人 「事業No.5205　子育てふれあいひろば、事業No.5206　乳幼児ク
ラブ・乳幼児のつどい」について
目黒区内には、０～２歳児の親子を対象とした居場所がほとんど
ありません。さまざまな居場所を求めて放ろうしているのが実態
です。児童館や保育所の事業もありますが、短時間であることが
多く、ゆっくり集まっておしゃべりを楽しむような施設がないの
です。ぜひ、もっと自由に利用できて長時間いられる場の整備を
お願いします。
また、民間に委託できるようなことは委託事業でも良いと思いま
す。これについては早急な対応をお願いいたします。

事業№5205
子育てふれあい
ひろば

事業№5206
「乳幼児クラ
ブ」・「乳幼児
のつどい」

子育て支援課
保育課

8

　児童館では乳幼児クラブや乳幼児のつどいのほ
か、ランチタイムを含めて長時間の利用が可能で
す。ご利用ください。
　保育園については施設利用時間について、見直し
を検討していきます。

140

団体 〔事業№5207〕
子育て自主グループへの支援
子育て自主グループ団体登録への活動スペース提供・一時保育の
場の提供
＜問題点＞
子育て自主グループへの支援で、大事なのは、資金の援助です。
場の提供だけでは十分でありません。
＜状況＞
区内の子育て自主グループの活動は、品川区や世田谷区に比し
て、活発ではありません。団体数も少なく、規模も小さいところ
が多いです。
これらの団体に声をかけて、めぐろ子育て連絡会を作っています
が、区の助成制度は、地域振興課の活動助成と社会福祉協議会の
ボランティア活動助成の２つしかなく、しかも回数に制限がある
ため、新しい事業を展開しにくいと、いつも話題になっていま
す。
＜提案＞
子ども総合計画を、区民、団体などと協働ですすめるという留意
点を活かすためにも、活動助成が必要です。

事業№5207
子育て自主グ
ループへの支援

子ども政策課

5

　子育て家庭の孤立化や不安解消に資する観点から
支援させていただいておりますが、子育て自主グ
ループの自主的活動に対する資金援助については現
状では困難と考えております。

141

個人 児童館機能を持っている子育ての自主グループへの助成は考えて
いるか。

事業№5208
子育て自主グ
ループのネット
ワーク支援

子ども政策課

5

子育て家庭の孤立化や不安解消に資する観点から支
援させていただいておりますが、子育て自主グルー
プの自主的活動に対する資金援助については現状で
は困難と考えております。
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142

個人 「事業No.5304　青少年の乳幼児ふれあい体験」について
区内の私立幼稚園でも中学や高校と連携して本事業を実施してい
ます。「目黒区子ども総合計画」という以上、民間の事業につい
ても把握して事業化すべきではないかと思います。

事業№5304
青少年の乳幼児
ふれあい体験

保育課
子ども政策課

5

　本事業は、保育園を媒体として行っているもので
す。
　なお、子ども総合計画は行政計画であり、民間事
業者の独自事業について掲げるものではないのでご
理解お願いいたします。

143

個人 「事業No.5306　青少年団体の育成等青少年健全育成事業の推進」
について
子どもたちの自然体験活動にバスを提供していただいております
この事業の継続推進をお願いします。ただし、前年度に翌年度の
キャンプ等の行き先が決まっていなければならないなどの制約が
あり少し申請に躊躇する場合があります。
上限額をもうけて掛かったバス代の一部を補助するような制度に
変更していただけるとありがたいので、補助の在り方を再検討し
ていただきたくお願いします。

事業№5306
青少年団体の育
成等青少年健全
育成事業の推進

地域学習課

4

　現在、自然体験活動を行う青少年団体に対し、バ
ス提供の支援を行っております。
　援助の内容は、いずれも自然体験活動を行う青少
年団体に対して、区が一括で契約したバスを各団体
に提供する事業です。
　今後も、同様の支援を予定しておりますが、社会
教育関係団体に補助することは、社会教育法上限定
的になっていることから、ご提案については検討課
題とさせていただきます。なお、来年度に向けては
活動場所の選定距離範囲の拡大を実施し、また申込
期間の見直しを検討しているところです。
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144

個人 「事業No.5311　地域活動団体への支援」について
これまで寺や教会が主宰する日曜学校などの活動は保険加入の対
象になっていませんでした。しかしながら集まってくる子どもた
ちは、信者等に限定されているものではなく、礼拝等はいたしま
すが、それはこころの教育の一環です。
祐天寺日曜学校は70年以上の歴史のある日曜学校であり、指導は
大正大学の児童研究部が行っている活動です。そのような活動を
宗教的な団体だからということで排除することなく地域活動団体
として認めていただきたい。実際幼稚園の宗教情操教育は寺や教
会の附属であっても認められているのであるから、日曜学校を排
除する理由はないと考えます。

事業№5311
地域活動団体へ
の支援

地域振興課

5

　ご承知のように、現在、区が損害賠償責任保険の
対象としている地域活動団体とは、「政治的・宗教
的活動若しくは営利活動を目的としない」団体であ
り、礼拝等を伴ういわゆる日曜学校などの活動は、
宗教的色彩を帯びたものとして、この保険の加入対
象から除外しております。
　また、実際に指導にあたっている大正大学児童研
究部の学生さんについても「構成員の半数以上が区
民であること」等、他の加入要件を充足していなけ
れば、当該保険の対象とはなりません。大正大学児
童研究部につきましては、課外活動の一環として大
学側の保険制度も完備しているようですので、そち
らの制度で対応されることが現実的かと思われま
す。
　なお、現在、寺社や教会の付属幼稚園等が、区の
保険対象となっている例はございません。従いまし
て、お尋ねの日曜学校が損害賠償責任保険に加入し
ようとする場合は、本区の制度とは別に、ご自身の
負担において個別に加入していただく扱いとなりま
す。
　大変恐縮ですが、制度の趣旨をご理解の上、ご了
承くださいますようお願いいたします。

145

団体 事業№5312「親子ふれあい入浴デー」
取り組むことによりどのような変化・結果がみられるのかいまい
ち理解しがたい。

事業№5312
親子ふれあい入
浴デー

産業経済課

7

　“入浴”という生活の一場面において、地域のさ
まざまな世代と交流できる公衆浴場での入浴機会は
貴重な体験です。社会マナーを知る機会や初対面の
人とのコミュニケーションにより地域の一員である
ことに気づき、失われつつある社会性の獲得が期待
できます。さらに、濃密な親子関係を醸成する効果
も期待できます。
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146

個人 「事業No.6106　安全安心対策事業補助」について
私立幼稚園に対するこの補助はたいへんありがたく継続とさらな
る充実を望みます。私立幼稚園の経営は限られた保育料以外は補
助金等で運営されており、厳しい状況が続いております。その中
で、防犯対策や新型インフルエンザ対策等のそのときそのときに
必要な対応をすることはなかなか困難です。そのようなときにこ
の事業はたいへんありがたく、なんとか対応ができております。
しかしながら、予算枠を各園で取り合うような状況で、また全額
補助でないことから申請を見合わせる場合もあります。ぜひ充実
していただきたくお願いします。

事業№6106
安全安心対策事
業費補助

子育て支援課

4

　次代を担う子どもたちの安全を確保するために、
当該補助事業は重要な役割を果たしていると認識し
ています。引続き、補助事業を継続してくように努
めるとともに、補助対象事業の内容についても検討
していきます。

147

個人 子どもが一人で家で過ごしている時に地震等災害があった場合の
指導はどうしているか。

基本目標Ⅵ子ど
もと子育てにや
さしいまちをつ
くる

指導課

8

避難訓練などにおいて、自分の身の守り方を指導す
るとともに、家庭内で、災害時の集合場所などを定
めるなどルールを作るよう指導しています。

148

個人 事業NO.6106「安全安心対策事業補助」について
私立幼稚園には不可欠な事業です。防犯・防災・新型インフルエ
ンザ対策など幼稚園予算だけでは対応しきれない場合もあり事業
のさらなる充実に期待します。

事業№6106
安全安心対策事
業費補助

子育て支援課

4

　次代を担う子どもたちの安全を確保するために、
当該補助事業は重要な役割を果たしていると認識し
ています。引続き、補助事業を継続してくように努
めるとともに、補助対象事業の内容についても検討
していきます。

149

団体 事業№6106「安全安心対策事業費補助」
私立幼稚園に対する補助として必要不可欠な事業です。特に防犯
対策や新型インフルエンザ対策など即対応を迫られる場合があ
り、予算化していない事業に即座に対応できる補助として有効で
す。是非事業の更なる充実をお願い致します。（同意見４件）

事業№6106
安全安心対策事
業費補助

子育て支援課

4

　次代を担う子どもたちの安全を確保するために、
当該補助事業は重要な役割を果たしていると認識し
ています。引続き、補助事業を継続してくように努
めるとともに、補助対象事業の内容についても検討
していきます。

150

団体 事業№6106「安全安心対策事業補助」について
子どもたちは自分で自分の身を守ることが完全にできるわけでは
ありません。大人が必要な時に必要な援助をするべきです。その
為にも更なる充実が必要だと考えます。

事業№6106
安全安心対策事
業費補助

子育て支援課

4

　次代を担う子どもたちの安全を確保するために、
当該補助事業は重要な役割を果たしていると認識し
ています。引続き、補助事業を継続してくように努
めるとともに、補助対象事業の内容についても検討
していきます。
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151
団体 事業№6113「こども110番の家」

とても良いとおもいます。引き続き行って欲しいです！
事業№6113
こども110番の家

地域学習課
2

引き続き行っていく予定です。

152

団体 事業№6113「こども110番の家」
万が一、子どもがきけんな状況になった時にどうしたら良いか子
ども自身がしっかり把握していると良いと感じる。親の安心にも
つながります。

事業№6113
こども110番の家

地域学習課

8

　毎年度４月に学校を通じて、「こども１１０番の
家」についてのお知らせを配付しています。親子で
話し合い、いざという時の対応をお子さんに教えて
ください。

153

個人 「事業No.6203　通学路・裏通りの交通安全対策」について
通学路として小学校しか対象になっていません。ぜひ私立も含め
幼稚園の通園路も事業対象に含めるようお願いします。

事業№6203
通学路・裏通り
の交通安全対策

土木工事課

3

　事業名称として「通学路・裏通り」、対象エリア
として小学校や住区区域を計画しています。しか
し、交通安全対策を実施するにあたっては、地域の
状況や住民の方々の要望を踏まえて実施します。

154

団体 事業№6203「通学路・裏通りの交通安全対策」について
事業に通園路が入っていません。公私を問わず幼稚園・保育所の
通学路も是非含めて下さい。（同意見３件）

事業№6203
通学路・裏通り
の交通安全対策

土木工事課

3

　事業名称として「通学路・裏通り」、対象エリア
として小学校や住区区域を計画しています。しか
し、交通安全対策を実施するにあたっては、地域の
状況や住民の方々の要望を踏まえて実施します。

155

個人 「基本目標Ⅵ　子どもと子育てにやさしいまちをつくる（３）子
育てにやさしい施設等の整備」について
親子や子どもが使える公衆トイレの整備をお願いします。近年他
区ではトイレが整備され外観もさまざまにデザインされ、使いた
くなるようなトイレが多くなってきています。ぜひ目黒区でも子
どもが使って安心なトイレ、入りたくなるような公衆トイレの整
備をお願いします。

基本目標Ⅵ
（３）子育てに
やさしい施設等
の整備

みどりと公園
課

3

　目黒区の公衆トイレは、公衆便所や公園トイレ等
約100箇所ありますが、約半数以上が老朽化してお
り、安全・安心の確保やバリアフリー化等の課題が
あることから、これらの課題を解消するため実施計
画事業として位置づけ、順次計画的に取り組みを進
めているところです。
　整備にあたりましては、ご指摘のような親子や子
どもが安心して使いたくなるような内容も含めて、
関係町会や近隣住民の方々のご意見等を伺いながら
整備を進めていきたいと考えています。
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156

個人 「事業No.6302　歩道のバリアフリー化」について
幼稚園や保育園周辺はベビーカー利用者が多く、段差のある歩道
等は通行が困難となっています。ぜひ、幼稚園や保育園周辺の歩
道を優先して整備してください。

事業№6302
歩道のバリアフ
リー化推進

土木工事課

3

　歩道のバリアフリー化は、不特定かつ多数の方が
利用する駅周辺地区から整備する予定です。ご意見
の施設周辺につきましては、事業を実施していく中
で状況に応じて対応していきます。

157

団体 事業№6302「歩道のバリアフリー化」について
幼稚園や保育所周辺にはベビーカーの利用が多く、段差のある歩
道は進行が困難です。（同意見２件）

事業№6302
歩道のバリアフ
リー化推進

土木工事課

3

　歩道のバリアフリー化は、不特定かつ多数の方が
利用する駅周辺地区から整備する予定です。ご意見
の施設周辺につきましては、事業を実施していく中
で状況に応じて対応していきます。

158

団体 事業№6302「歩道バリアフリー化」について
小さな子どもにとって小さな段差でもつまづきやすく危険なもの
となります。地面だけでなく植え込みの枝の管理やガードレール
の充実などにも目を向けて欲しいです。

事業№6302
歩道のバリアフ
リー化推進

土木工事課

3

　歩道のバリアフリー化は、不特定かつ多数の方が
利用する駅周辺地区から整備する予定です。ご意見
のガードレール等につきましても、事業を実施して
いく中で考慮します。

159

団体 事業№6302「歩道のバリアフリー化推進」
近年高齢化社会になっている中、高齢者だけでなく小さい子ども
まで危険のないようにすごすためにバリアフリー化は最も重要で
あると感じる。
道路の横断歩道を増やし陸橋を減らす良いと思います。

事業№6302
歩道のバリアフ
リー化推進

土木工事課

4

　歩道のバリアフリー化は、不特定かつ多数の方が
利用する駅周辺地区から整備する予定です。ご意見
の横断歩道等につきましては、公安委員会等所管す
る機関の判断となりますので、今後の検討課題とさ
せていただきます。

160

団体 事業№6305「まちの環境美化の推進・路上喫煙禁止区域指定事業
の拡大」について
幼稚園、保育園、小・中・高校の周辺も指定いただきたいです。
（同意見２件）

事業№6305
まちの環境美化
の推進・路上喫
煙禁止区域指定
事業の拡大

環境保全課

3

　路上喫煙禁止区域内における地域毎の実情を考慮
しながら、禁止区域等を指定してまいります。
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161

団体 事業№6305「まちの環境美化の推進・路上喫煙区域指定事情の拡
大」
駅周辺だけではなく路上は全面禁止でも良いと思います。
歩きたばこは、手の位置は子どもの目線になっています。やはり
街中にタバコがおちていると不快です。

事業№6305
まちの環境美化
の推進・路上喫
煙禁止区域指定
事業の拡大

環境保全課

4

　区内全域を路上喫煙禁止にして欲しいというご意
見は、これまでも承っております。しかし、ルール
を定めても対策を講じなければ効果はあがりませ
ん。成人男性の４割弱が喫煙者という現状もあり、
区は費用対効果も念頭に、特に人が多く集まる繁華
な駅周辺の路上喫煙禁止区域に指定し、公共の場所
における喫煙を禁止しています。今後もパトロール
や、路上シート等の啓発物を活用し、周知徹底を図
かり、喫煙する人と喫煙しない人が共存できるまち
を目指してまいります。
　また、吸殻等のポイ捨ては区内全域禁止していま
す。今後も継続的にキャンペーン等を実施しマナー
の向上を促してまいります。

162

団体 事業№6402「子どもを育成する世帯への民間賃貸住宅居住支援」
実施をしてどうだったのか知りたいです。又、対象はどういう事
情か・・・。

事業№6402
子どもを育成す
る世帯への民間
賃貸住宅居住支
援

住宅課

8

　目黒区では公的住宅の補完として家賃助成を実施
しています。子どもを育成する世帯については、家
賃及び転居費用の助成により、家賃負担の軽減及び
居住面積や居住環境の改善のための転居の促進を
図ってまいりました。家賃助成の対象要件は公的住
宅入居資格の所得基準等を基に定めていますが、現
在、住宅政策審議会において、今後の目黒区の家賃
助成のあり方について、審議を行っています。

163

会派 第３章「計画を進めるに当たっての留意点」について
（２）「効果的・効率的に進める」を削除し、「事業の充実や新
施策を展開する」に変更すること。
「行財政改革を推進する中で、・・・効果的・効率的な執行に勤
めます」と記されていますが、この間の「行革」は職員の定数削
減と効率性の名の下で、事業の廃止と民間に任せられるものは何
でも民間にと任せてきました。すでに、興津健康学園の廃止や
小・中学校の給食の民間委託、学校警備の機械化、保育園の民営
化など、利用者や区民の疑問や反対の声がある中で行ってきまし
た。、保育園、学童保育、児童館の民営化や保育園給食の民間委
託などを、推し進めようとしています。効率性を最優先すること
なく、質の確保と安定を保証し施策を拡充すること。

第３章「計画を進
めるに当たっての
留意点」について

子ども政策課

5

　限られた財政の中、質の確保をしながら効果的・
効率的に行政執行することは必要であると認識して
おります。
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164

会派 国は、保育所の最低基準を撤廃しようとしていますが、規制緩和
は保育園の格差を生み出し保育の質を大きく後退させるもので
す。国に対し撤廃を撤回するよう働きかけること。さらに、目黒
区が示している保育所の整備・運営基準を堅持し良好な保育の質
を守ること。

第３章「計画を進
めるに当たっての
留意点」について

保育計画課

4

　施設基準の見直し等については、国の動向等を踏
まえ的確に対応してまいります。

165

会派 （３）「事業を評価し向上させながら進める」について
各施策・事業を進めるに当たっては、当事者である子どもの意見
表明、関係者や区民の参画を大いにはかること。

第３章「計画を進
めるに当たっての
留意点」について

子ども政策課

3

　各事業を実施する中で、子どもの意見の反映に努
めます。

166

会派 取り組むべきこと（答申）の中で最後に、小中学生を被爆地へ派
遣する機会を設けることとありますが、後段でも触れています
が、旧日本軍の毒ガス工場のあった大久野島の見学も取り入れる
べきと考えます。日本も当時禁止されていた毒ガスを生産してい
た歴史認識も子どもたちに知ってもらうことも必要ではないで
しょうか。

基本目標 Ⅰ （1）
子どもの権利の尊
重

総務課

4

　小中学生の広島派遣事業では、広島記念式典参
列、被爆者との懇談、また多くの施設見学等を行っ
ており、現行の二泊三日の行程の中では半日程度要
する大久野島見学を盛り込むことは難しい状況で
す。なお、ご指摘の事項を含め関連する歴史的背景
などを学んでもらう方法については、今後事業内容
を検討していく中で研究していきます。

167

会派 平和の特派員派遣においては、広島だけではなく、旧日本軍の毒
ガス工場のあった大久野島の見学も取り入れるべきと考えます。
日本も当時禁止されていた毒ガスを生産していた歴史認識も子ど
もたちに知ってもらうことにより、多面性の考え方が得られると
考えます。

事業No.1101
平和の特派員広島
派遣

総務課

4

　小中学生の広島派遣事業では、広島記念式典参
列、被爆者との懇談、また多くの施設見学等を行っ
ており、現行の二泊三日の行程の中では半日程度要
する大久野島見学を盛り込むことは難しい状況で
す。なお、ご指摘の事項を含め関連する歴史的背景
などを学んでもらう方法については、今後事業内容
を検討していく中で研究していきます。

168

会派 「事業№1104」人権教育に、「同和問題や男女平等などの人権教
育を推進する」と記されていますが、「同和問題」を削除するこ
と。

事業No.1104
人権教育

人権政策課

5

　「同和問題」は人権教育・啓発推進法に基づく国
の「基本計画」、東京都人権施策推進指針に掲げら
れている人権課題であり、他の人権課題と同様、区
が取り組むべき人権課題であると考えています。
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169

会派 「事業№1303」児童虐待・相談窓口の充実に、２４時間対応でき
る電話相談窓口を設けること。

事業No.1303
児童虐待通告・
相談窓口の充実

子ども政策課

3

　夜間・休日の児童虐待・相談窓口については、東
京都との役割分担のもと、東京都児童相談センター
が24時間対応しており、区としても連絡先の周知及
び連携に努めています。

170

会派 区内には、療育施設すくすくのびのび園はありますが、施設を卒
業すれば教育委員会の対応となり、高等教育では都の対応となり
ます。一人の子どもを系統的に指導する体制が不十分で、保護者
から不安の声があがっています。「障害を持っている子どもの育
成を１８歳まで系統的に支援できるシステムの充実」を加えるこ
と。

基本目標Ⅱ
（２）子どもの
こころとからだ
の健康づくり

めぐろ学校サ
ポートセン
ター

8

　めぐろ学校サポートセンターでは、心理の専門の
相談員が、お子さんや保護者の教育に関する相談を
お受けしています。

171

会派 乳幼児健診 4 ケ月目の受診率が 95 ％以上と、最も高いことが報
告されておりますが、この健診のタイミングに、かねてから要望
している「ブックスタート事業」を検討して頂きたい。これは、
「基本目標 Ⅳ 子どもの生きる力をはぐくむ」の（ 3 ）「文化、
スポーツ活動の振興」で事業 N0.4304 に掲げる「図書館の子ども
向け事業」とリンクさせて行う事になりますが、子育てで悩んで
いる項目の中で、就学前児童保護者の方が「子どもの接し方に関
すること」が不安要素として高いことからも、その解消に向け
て、全国 1 / 3 の自治体で取り組まれており、実績効果のある
「ブックスタート事業」は検討に値すると考えます。23区の中で
も取り入れているところがありますので、ぜひとも研究願いた
い。

基本目標Ⅱ
（２）子どもの
こころとからだ
の健康づくり
№.2203

基本目標 Ⅳ「子
どもの生きる力
をはぐくむ」
№.4304

保健予防課・
碑文谷保健セ
ンター
八雲中央図書
館

4

　４ヶ月児健診は乳児の検診とＢＣＧ予防接種を主
な内容としており、これ以上の内容を盛り込むこと
は難しいと考えております
　また、現在、図書館では、乳幼児サービスとして
目黒・碑文谷保健センターの5か月児の育児学級に
おいて親子で楽しむ絵本に関するリーフレット・ア
ドバイス集・バッグ等を配布し、また、10・11か月
児の育児学級において絵本の読み聞かせ等を行って
います。今後、各図書館での乳幼児コーナーの設置
や乳幼児向けのお話会の実施も検討してまいりま
す。
　なお、ブックスタート事業は、赤ちゃんと保護者
の親子一人ひとりに絵本を開く楽しい体験を味わっ
ていただくとともに絵本を手渡し、心ふれあうひと
ときを持つきっかけをつくる活動ですが、図書館と
保健センター、子育て支援部、ボランティア等の連
携も不可欠であるため、引き続き研究してまいりま
す。

172

会派 「事業№2222]」区内保育所の歯科検診委託について、認可外保育
園の歯科検診も加えること。

事業No.2222
区内認可保育所
の歯科検診委託

保育課

5

　認可外保育所は、都への届出で開業するため区で
の詳細把握は、現状では困難です。
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173

会派 保育園、学童保育クラブの待機児童解消については、公設公営を
中心とした保育園・学童クラブの増設を行うこと。放課後対策事
業を、学童保育クラブの待機児解消の受け皿としないこと。ま
た、利用料の引き上げを行うことなく、保護者への経済的負担を
軽減すること。

基本目標Ⅲ「子
どもがすべての
家庭で大切にさ
れる」

子育て支援課
保育課

5

　学童保育クラブ事業運営について、より良いサー
ビスの提供と効率的な事業運営を目指して、民間の
社会資源を活用する方向で検討していきます。保育
にあたっては、児童館運営指針に基づく保育が実践
されるよう指導・監督していきます。
　また、恒常的に定員超過が見込まれる地域には、
児童館運営指針に定める保育ができる学童保育クラ
ブを新設してまいります。今後も、定員超過の解消
に引き続き努力していきます。
　学童保育料については、保育料の減額及び減免を
実施しています。
　放課後の安全安心な遊び場の確保は子ども・保護
者の要望を踏まえて進めていきます。
　保育園の待機児童対策は、民間活力の活用等も含
め、様々な対策により進めてまいります。

174

会派 「事業№3204」一時保育について、一時保育を区立保育園での拡
大を進めること。

事業No.3204
一時保育（一時
預かり事業）

保育課
保育計画課

3

　一時保育は特に０～２歳児のニーズが高く、地域
の偏在がないよう実施施設を拡大することが必要と
考えておりますが、既設の保育所はスペース面で限
界があることから、新設の認可保育所等で一時保育
を実施することにより拡大に努めてまいります。

175

会派 すくすくのびのび園の利用料を無料にすること。 基本目標Ⅲ
（３）特に配慮
が必要な家庭へ
の支援

障害福祉課

5

　現在は通所施設利用者の利用者負担額を１／２に
減額しています。
　今後も、検討し実施される国の障害福祉サービス
に適切に対応してまいります。

176

会派 ひとり親世帯に対する民間賃貸住宅居住支援においては、ひとり
親世帯の場合、部屋を借りるだけでも中々厳しい現状にありま
す。家賃助成だけでなく何か区での保証できる制度の施策を望み
ます。

事業No.3320
ひとり親世帯に
対する民間賃貸
住宅居住支援

住宅課

4

　現在、ひとり親世帯に対して民間賃貸住宅のあっ
せんを行っていますが、入居支援について、住宅
セーフティネット法の趣旨に則り今後も検討を進め
てまいります。

177

会派 経済的な理由によって、高校進学の断念や中退しなければならな
い子どもに対して奨学制度の充実や助成を行うこと。

基本目標Ⅲ
（４）家庭にお
ける子育て力の
向上

子育て支援課

2

学業に意欲のある生徒で経済的な理由により修学困
難な者に対し、修学上必要な奨学資金を貸与してい
ます。
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178

会派 「事業№3403」私立幼稚園児保護者に対する負担軽減について
は、入園料補助の引き上げを行うこと。

事業No.3403
私立幼稚園児保
護者に対する負
担軽減

子育て支援課

2

私立幼稚園児保護者に対する負担軽減事業について
は、平成１８年度から入園料補助、就園奨励費補
助、保育料補助すべてにおいて充実し、保護者負担
の軽減に努めています。今後もご要望の主旨を踏ま
え検討していきます。

179

会派 「事業№3410」就学援助について、就学援助の対象を、生活保護
基準１．５倍までに拡大し、さらに突然の失業や病気など現在経
済的に困っている家庭も対象とするなど拡充すること。

事業No.3410
就学援助

学務課

5

昭和60年度までは、生活保護基準の1.5倍以下まで
を対象としていましたが、基準の改正に伴って対象
の所得額が高額になったことから就学援助の趣旨に
照らして見直しを進め、現行の1.2倍以下としまし
た。このような経緯を踏まえ、保護者間の負担の公
平性を保つ観点から、現行の基準を変更する考えは
ありません。また、現年の所得状況も考慮するよう
にとのご指摘については、確定した前年度所得を算
定の基礎におく現行制度の趣旨とは異なるものと考
えます。

180

会派 東京都は、２０１０年度から教員加配によって小学１年生・中学
１年生への少人数学級の導入を予定していますが、制限がありす
べての学級が対象ではありません。全学年の早急な少人数学級の
実施を都に働きかけること。また区独自で行っている「小１学級
補助教員」制度を、年間を通じたものに拡大し、１年生以外でも
「クラスが落ち着かない」など学校からの要望があれば拡充する
こと。

基本目標Ⅳ「子
どもの生きる力
をはぐくむ」に
ついて

指導課

8

東京都が実施する施策については制度を区立学校の
申請により利用していきます。区独自の小1学級補
助教員については、今まで同様、7月までの配置と
いたします。学級編制基準については小１問題加配
等の効果を見極め、今後、東京都への働きかけを検
討してまいります。

181

会派 学校選択制については止めること。
学校選択制は、学校間格差を持ち込むものです。また学区域を拡
大するために、地域性を希薄にし、安全面からも問題があると指
摘の声があがっています。学校選択性は止めること。

基本目標Ⅳ「子
どもの生きる力
をはぐくむ」に
ついて

学務課

5

　隣接学校希望入学制度は、地域特性に配慮しなが
ら児童生徒と保護者の学校選択を認めるもので、こ
のことが学校教育の活性化を図り、魅力ある学校づ
くりにつながることから、今後とも実施していきま
す。
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182

会派 中学校の統廃合は行わないこと。
適正規模に基づき、各学年３クラス以上なければ活力ある学習が
できないと、中学校の統廃合が行われましたが適正規模の根拠は
希薄なものです。中学校の統廃合は行わないこと。

基本目標Ⅳ「子
どもの生きる力
をはぐくむ」に
ついて

教育改革推進
課

5

　区立中学校の適正規模については、平成１５年に
定めた「望ましい規模の区立中学校の実現を目指し
て」の全体方針の中で、考え方・根拠等を示してい
ます。教科担任の複数配置や中学校の魅力の一つで
もある部活動の活性化など、活力ある教育活動を展
開していくためには、中学校の魅力づくりととも
に、望ましい規模の区立中学校を目指していくこと
も必要です。
　学級編制・教員配置は都の基準に基づくものです
が、特定の教科学習については、少人数指導や習熟
度別指導を進めるために都の加配教員教員定数配置
に加えて、区独自の補助教員を増員し、きめ細やか
な指導の充実に努め、教育効果を挙げています。
　統合の検討に当たって、地域における区立中学校
として、地域から信頼される学校づくり目指してい
きます。

183

会派 目黒区独自の学力調査は行わないこと。
多額な税金を投入し、まったく子どもたちの現状を把握していな
い民間企業に学力調査を丸投げにし、子どもたちに過度な競争と
学校間格差を持ち込む学力調査は止めること。

基本目標Ⅳ「子
どもの生きる力
をはぐくむ」に
ついて

指導課

5

区独自の学力調査は一人一人の学力の定着状況を図
るものであり、子どもたちに過度な競争と学校間格
差を持ち込むものではないため、今後も継続してま
いります。

184

会派 「事業№4107」事業学習の支援、「事業№4108」夏休み中の対応
の充実について
放課後や夏休みの学習の開催については、強制することなく各学
校の自主性にゆだね、学校の状況に見合った下、現場の職員が検
討し行うこと。

事業No.4107
放課後学習の支
援

事業No.4108
夏休み中の学校
の対応の充実

指導課

8

放課後や夏休みの学習の開催については、各区立学
校が主体的に行い、組織的、計画的に体制を整えて
実施するものです。

185

会派 「事業№4110」特別支援学級の増設について
中学校の特別支援学級については、固定学級だけにとどめず要望
のある情緒障がい児などの通級学級も検討すること。

事業No.4110
特別支援学級の
増設

学務課

2

増設を予定している中学校の特別支援学級の学級種
別については、現在検討を進めているところです。

47 / 51 ページ



区民意見

番号 区分 区民意見（意見募集）
分　類

（事業№等）
担当所管

対応
区分

検討結果（対応策）

186

会派 「事業№4118」学校運営協議会の拡充については、拡充すること
なく止めること。
学校運営協議会の委員は、選挙による代表制ではなく、教育委員
会が直接任命するもので、教育委員会が進める教育行政の推進
役、監視役となる危険性があります。また、子ども条例の精神か
ら見ても児童・生徒の参加は考慮されるべきで、子どもも参加し
ているドイツやフランスの学校委員会などと比べて逆行するもの
です。今日の学校に求められているのは、教職員、父母代表、地
域住民とともに子どもも参加し、一体となって進める学校づくり
地域づくりです。運営協議会は学校の自主的な教育を脅かすもの
であり、学校経営については、現場の教職員の自由闊達な論議の
下で行うことです。学校運営協議会は止めること。

事業No.4118
学校運営協議会
制度の拡充

教育改革推進
課

5

　学校運営協議会制度は、学校の運営に保護者・地
域住民等の声を生かす仕組みです。これまでも学校
評議員制度の活用や、保護者・地域・子どもによる
学校評価の実施、学校公開の充実などにより、開か
れた学校運営を進めてきましたが、「信頼される学
校づくり」をさらに進めるとともに、「学校・家
庭・地域が連携した地域ぐるみの教育の振興」をよ
り推進するために、平成２０年度より学校運営協議
会制度を導入したところです。
　今後は、２年間にわたる学校運営協議会の活動状
況の検証・評価を行い、改善すべきところは改善し
ながら、制度の趣旨である「学校・家庭・地域が連
携した地域ぐるみの教育の振興」を推進していきま
す。

187

会派 「事業№4204」区立幼稚園への認定子ども園の移行について
区立幼稚園の認定子ども園化は行わないこと。

事業No.4204
区立幼稚園の認
定こども園への
移行

教育改革推進
課

5

　平成19年3月、区立幼稚園5園のうち2園を認定こ
ども園へ移行する考えをまとめました。働きながら
幼児教育を受けさせたいという子育て家庭のニーズ
に応えるとともに、地域の子育て支援の拠点とし
て、区全体の幼児教育の振興を図っていくために必
要な施策の一つと考えています。
　また、保育所待機児童の急増など新たな状況に対
しても、今後5年間で待機児童ゼロを目標に掲げ、
保育所整備の促進を図るとともに、他の区立幼稚園
についても、子育て家庭をめぐる環境の変化を見据
えて、今後対応していきたいと考えています。
　さらに、私立幼稚園についても、入園者補助の充
実など保護者負担の公私格差是正に努めているとこ
ろです。
　このように、様々な施策を組み合わせながら、全
ての子育て家庭の支援と区全体の幼児教育の振興を
図っていくことが必要であると考えています。

188

会派 児童館の整備は公設公営を中心として行うこと。 事業No.5102
児童館整備

子育て支援課

5

　児童館事業運営について、より良いサービスの提
供と効率的な事業運営を目指して、民間の社会資源
を活用する方向で検討していきます。
　事業運営にあたっては、児童館運営指針に基づく
事業が実践されるよう指導・監督していきます。
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189

会派 No6401 に掲げる「区営・区民住宅の確保」ですが、新しく建設す
るための用地取得は困難、区有地があっても建設費用も多大な事
から、目黒区独自で「民間借上げ式区営住宅」を研究すべきでは
ないでしようか？
区内の空家が 19 , 000 戸程度あるなら、有効利用と区民の暮ら
しの安定を促すため、子育てファミリー世帯向けに検討する価値
があると考えます。区内在住者において、民間賃貸住宅で生計を
立てているファミリー世帯は、東京都が奨励する居住面積よりも
狭いところで、家賃も高く暮らしている世帯は多いはずです。基
準に合致しないから建設できないという考えから、基準を現状目
線に下げて、考慮する目線が大事だと考えます。

基本目標 Ⅵ (4)
子育てのための
居住環境の確保
事業

住宅課

4

住宅の質の確保や財政負担など課題が多いと考えて
います。他の住宅施策とのバランスを考慮しながら
調査・研究いたします。

190

会派 「事業№6401」区営・区民住宅の確保、「事業№6402」子どもを
育成する世帯への民間賃貸住宅居住支援については、安心して子
育て世帯が住み続けられるために、公営住宅のさらなる増設計画
と、家賃補助を拡充させること。

事業No.6401
区営・区民住宅
の確保

住宅課

2

公営住宅の整備については、実施計画等に基づき整
備に努めてまいります。また、現在、住宅政策審議
会において、今後の目黒区の家賃助成のあり方につ
いて、審議を行っています。

191

会派 子育てについても、まず家庭で行い、地域で支え、そして行政が
補う自助・共助・公助は重要である。今回の素案にはその部分が
抜けていると思うので、子育ての自助・共助・公助についても考
えていただきたい。特に、低年齢児における家庭での子育ての重
要性を強調し、子どもと親を離す施策だけではなく、より子ども
と親が緊密に接する施策を行うべきである。

計画全体について子ども政策課

2

　子育ては、保護者が第一義的な責任を担い、保護
者がその責任を適切に果たせるよう、地域や行政が
支えていくという子ども条例の考えをもとに進めて
まいります。低年齢児については、出産前からのハ
ローベビークラスやプレママクッキング、子育てふ
れあいひろばやフレッシュママの集いなど、親子の
ふれあいを大切にする事業を実施してまいります。

192

会派 子ども条例の議決後、区の方針や原則、条例制定については、子
どもの権利のみへの記述や配慮が横行している。「子育ち」と言
う言葉にも違和感がある。権利の裏側にある義務を強調するべき
である。

計画全体について子ども政策課

2

　子ども条例には、権利の主張や行使に当たって他
人の権利を尊重することや社会のルールを守ること
の大切さも規定されており、その点も踏まえて進め
てまいります。また、｢子育ち」は、子どもが自ら
の意思でいきいきと成長していくことを子ども条例
で表しておりますのでご理解をお願いいたします。
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193

会派 子どもの主体性や社会性をはぐくむという事は、当然人格形成段
階である子どもたちへの教育であり必要な事である。しかしなが
ら、大人との協働を通じて地域社会の形成をする。という事は発
達段階にあり総合的な見地も身についていない子どもたちとの協
働は理解しがたい。成長を支え、主体性を身につけさせ社会性を
はぐくむという事は、子どもたちの発達段階に応じた社会的活動
や主体的活動を大人たちがサポートし育成させるという事であ
る。

基本理念について子ども政策課

8

　地域社会の構成員である子どもが、発達段階に応
じて大人のサポートを受けながら、主体的な参画を
通して責任ある社会の一員として成長していくこと
が、大人にとっても、子どもにとっても、共通の目
標である豊かな地域社会の形成につながることを表
しておりますので、ご理解をお願いいたします。

194

会派 地域全体で支えるにおいて、「第一義的責任者」でなく、単なる
「責任者」で良いのではないか。「子どもの育ちの環境」でなく
「子育ての環境」で良いのではないか。

基本理念について子ども政策課

8

「児童の権利に関する条約｣｢少子化対策基本法｣等
と同様に、子育ては保護者が第一の責任を持ち、ま
た、子ども条例が目指す「子どもたちが元気に過ご
すことができるまち」を表しておりますので、ご理
解をお願いいたします。

195

会派 P15～P21、P29全般に関して、「権利」という文言が必要以上に多
用されている。置き換えた文言も使用できるのではないか。「主
体性」の文言も多用されている。必要でない箇所もあるのではな
いか。「権利行使の主体」とは何か。必要でない場合もあるので
はないか。また、置き換えも検討できるのではないか。

基本理念について子ども政策課

8

　子ども総合計画は、子ども条例に基づき、「子ど
もの権利を尊重し、子育ちを支えるまちづくり」を
総合的・計画的に進めるための計画です。したがい
まして、子どもの権利の尊重については、重点的に
記載しておりますのでご理解をお願いいたします。
　また、子どもを保護の対象としてみるだけではな
く、子ども自身の意思で主体的に成長していく一人
の存在としてとらえ、「権利行使の主体」として表
現しております。

196

会派 事業№4204「区立幼稚園の認定子ども園への移行」
区立幼稚園の認定子ども園化には、多くの区内の子ども達を預か
る私立幼稚園関係者の理解と協力が求められる。
幼児教育のあり方も含め、制度の有効性について、さらなる検討
を進められたい。

事業№4204
区立幼稚園の認
定こども園への
移行

教育改革推進
課

3

　区立幼稚園5園のうち2園の認定こども園移行につ
いては、働きながら幼児教育を受けさせたいという
子育て家庭のニーズに応えるとともに、地域の子育
て支援の拠点として、区全体の幼児教育の振興を
図っていくために必要な施策の一つと考えていま
す。
　今後、認定こども園の具体的な整備内容の検討に
あたっては、私立幼稚園関係者からの様々な意見も
踏まえながら進めていきます。
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197

会派 事業№5105「児童館における中高生の居場所の拡大について」
中高生には、発達段階に応じた活動に即した形での「居場所」が
あり、例えば高校生が恒常的に児童館で小学生等と同じステージ
で遊んでいる事は極めて不自然である。多感な時期にいる中高生
に対しての課題を捉えるならば他の施策展開が必要である。

事業№5105
児童館における
中高生の居場所
の拡大について

子育て支援課

5

　児童館は、異年齢の子どもたちが自由にあそんだ
り、行事に参加しながら、生活体験を豊かにし、心
身ともに健康に育つことや仲間づくりの輪を広げて
いくように指導と援助を行っております。中高生を
はじめ、子どもたちの意見を反映させて事業を展開
していきます。
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