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１ 高齢者の自立生活を支える取り組みの充実 

 

 

 

高齢化の進展に伴い介護を必要とする高齢者が増加する一方で、これまで要介護者を支え

てきた家族や地域社会のつながりが希薄になっています。家族や地域とのつながりの弱い高

齢者や、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」、認知症の人が認知症の人を介護する「認認

介護」など、支援が必要な高齢者は、さらに増加することが見込まれます。また、支援を必

要としながらも孤立して暮らしている状況が増えていくことが考えられます。 

平成２８年度に、要介護の認定を受けていない６５歳以上の区民を対象に実施した「介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、自分自身が介護などの支援が必要になった場合、あ

るいは要介護度が重くなった場合に望む暮らし方として、グループホーム※等を含めた自宅等

の暮らしを希望する人は約 59％で、特別養護老人ホームの入所を希望する人は約８％でし

た。また、要介護の認定を受けている６５歳以上の区民を対象に実施した「要介護者調査」

における同様の設問では、自宅等の暮らしを希望する人は約５１％、特別養護老人ホームの

入所を希望する人は約１２％でした。 

優先的に取り組むべき高齢者施策として介護施設の充実を挙げた人は、「介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査」では、約３４％、「要介護者調査」では約３７％でした。 

高齢者が住み慣れた地域で、安心して生き甲斐を持って暮らし続けるためには、元気な方

にはその健康を保つ取り組み、心身機能の衰えが見えた方には、その人らしい暮らしを保つ

ために生活や身体等の状況に応じた様々な生活支援サービス、介護が必要になった方には、

在宅介護生活を支える介護サービス、施設サービスの提供が必要です。 

平成 28 年度から介護予防・日常生活支援総合事業を実施し、健康を保ち要介護状態にな

ることを防ぐ介護予防事業や、要支援者等に対する生活支援サービスの提供を行っています。 

また、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのほかにも、配食や見守りをはじめ、

高齢者の地域での暮らしを支えるための様々な生活支援サービスを実施しています。 

さらに、様々な介護ニーズに対応するための介護サービス基盤の整備を行っています。 

 

 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯のかたでも地域で安全に安心して自立した生活

を送ることができるよう支援するために、引き続き介護予防の取り組みや生活支援サービス、

介護サービス基盤整備等を充実していく必要があります。 

また、地域から孤立しやすい高齢者の日常生活を支える支援体制の充実とともに、支援の

担い手として高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことが必要です。在宅介護のニ

ーズは増加する一方で、それを支える担い手が少ない状況にあります。この不均衡を少しで

も改善できるようにするためには、第一に、要支援・要介護リスクを低減し、元気な生活を

継続できるよう効果的な介護予防事業を展開すること、第二に、専門職としての介護人材が

専門性を求められる要介護者等に対するケアに重点化できるように、地域の中で高齢者の生

活支援体制を構築することが必要です。 

現 状 

課 題 
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平成 29年度の介護保険法改正では、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能強化の取

り組みが規定されました。これを受け、目黒区でも、通いの場の創出や地域の支え合いの推

進への取り組みをさらに進めていかなければなりません。 

介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業では、身近な地域で、継続的に介護

予防に取り組む環境を整える上で、バリアフリーで適切な場所の確保が大きな課題となって

います。また、気軽に介護予防に取り組むためには、事前申込不要で参加可能な会場の確保

が課題です。介護保険の趣旨・目的を区民にあらためて周知し、積極的に介護予防に取り組

み、元気な方はサービスを受ける側から提供する側となって社会に参加し、その社会参加が

介護予防や健康寿命※の延伸につながることへの理解が必要です。 

また、介護予防・生活支援サービス事業については、従来の介護保険とは異なる専門的な

介護人材ではなくても対応できるような「ちょっとしたお手伝い」や住民同士の関係性を基

にしたサービス利用の周知が課題となります。 

介護保険制度以外の生活支援サービス事業については、サービスを必要とする高齢者すべ

てにはサービスが行き届いていないのが現状です。より多くの高齢者にサービスを利用して

もらえるよう、更なる周知を図るとともに、高齢者にとって利用しやすいサービスとなるよ

うにサービス内容や要件緩和等の見直しを行う必要があります。 

介護サービス基盤の整備については、在宅介護の限界点を上げる一方、様々なサービスを

利用しても在宅生活を継続することが困難な中重度の要介護高齢者が必要なサービスを適切

に受けることができるように、引き続き認知症高齢者グループホーム※等の地域密着型サービ

スや、特別養護老人ホームの整備を促進していく必要があります。特に、団塊の世代が全員

75歳以上になる 2025 年を見据え、特別養護老人ホーム等の介護基盤整備を促進していく

必要があります。整備に当たっては、施設が人材不足に陥ることのないよう、施設整備と併

せて人材確保についてもバランスよく取り組んでいくことも必要です。 

 

施策の体系 １  高齢者の自立生活を支える取り組みの充実 

       （１）介護予防・日常生活支援総合事業の推進 
       （２）生活支援サービスの充実 
       （３）介護サービス基盤の整備 

 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

一般介護予防事業は、要介護状態になることを防ぎ、地域において自立した生活を送る

ことができるよう健康寿命※の延伸を目的に実施しています。 

住民主体の介護予防活動の場を増やすため、「シニア健康応援隊」の育成・活動支援を継

続し、拡大を図るとともに、介護予防に役立つ既存の自主活動に対しても、活動助成金の

交付やリハビリテーション専門職等派遣事業により内容充実を図ります。これらと併せて、

特別養護老人ホーム等の交流スペースを利用したり、その他区の施設の利用を進めたりす

るなど、関係所管や区民との連携・協力のもと、会場の確保に努め、継続して介護予防に

取り組める環境づくりを進めていきます。介護予防教室や講演会、介護予防通信の発行等

を通し、介護予防の取り組みの必要性についてさらに周知・啓発に努めていきます。 

介護予防・生活支援サービス事業においては、訪問型・通所型の介護事業者によるサー

ビスを継続するとともに、住民主体による「支え合い事業」の充実を図ります。 

訪問型支え合い事業は、社会福祉協議会及びシルバー人材センターを実施主体とし、両

施 策 
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団体で研修を受けた方に担い手として活動していただきます。区では、効果的な事業を実

施するために必要な研修の内容を検討し、両団体による担い手の確保を支援していきます。

通所型支え合い事業については、地域の居場所づくりの促進を図るために必要な支援につ

いて検討します。 

また、地域の支え合い活動推進のために、地区における協議体の発足と生活支援コーデ

ィネーターの配置を社会福祉協議会とともに行っていきます。 

 

＜計画事業＞ 

①一般介護予防事業の推進【重点】（介護保険課） 

介護予防の普及啓発に努めるとともに、シニア健康応援隊を代表とする住民主体の介護予

防に役立つ運動などの活動を地域に展開し、参加者の通いの場が継続的に拡大していくよう

な地域づくりを推進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・「シニア健康応援隊」（介護予防

リーダー）の育成と活動支援。め

ぐろ手ぬぐい体操を主なプログラ

ムとして 5か所で活動 

・介護予防の自主グループを支援

するためリハビリテーション専門

職の派遣事業や活動助成金の交付

事業を実施 

・普及啓発のための介護予防通信

の発行、一般高齢者を対象とした

介護予防教室、講演会等を実施 

・継続 

・「シニア健康応援隊」の

活動場所を年１～２か

所拡大 

・「めぐろ手ぬぐい体操」

の普及 

 

継続 

 

②介護予防・生活支援サービス事業の充実【継続】（介護保険課） 

地域の実情に応じて、介護サービス事業所による介護サービスに加えて、多様な主体によ

る多様なサービスを展開し、高齢者に対する介護予防と生活支援を目的とした訪問型・通所

型・生活支援サービスを実施します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・訪問型・通所型それぞれで介護

サービス事業所が実施する「予防

給付相当サービス」・「区独自基準

サービス」、住民主体による「支え

合い事業」、機能改善に特化した

「短期集中予防サービス」を実施 

・栄養改善を目的とした配食サー

ビスを実施 

継続 継続 

 

③地域の支え合い活動を推進する仕組みづくり【重点】（介護保険課）      再掲 

 地域の支え合い活動を推進するために、地域住民を含め多様な支え合い活動団体間の情報
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共有・連携強化の場である「協議体」の発足に向けて取り組みます。また、協議体における

ネットワークの構築や新たな支え合い活動創出のためのコーディネート機能を担う「生活支

援コーディネーター」を配置します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・区全域を活動対象とした第１層

生活支援コーディネーターを配

置 

・南部地区と東部地区を活動対象

とした第２層生活支援コーディ

ネーターを配置 

・南部地区における協議体「南部

支え合いまち会議」が発足 

・全地区内にそれぞれの

地区を活動対象とした

第２層生活支援コーデ

ィネーターを配置 

・全地区内で協議体の発  

足 

・区全域を対象とした第

１層協議体の発足 

継続 

 

（２）生活支援サービスの充実 

日常生活に不安を抱え、定期的な見守りを必要とするひとり暮らしの高齢者や、高齢の

みの世帯などを対象とした安否確認や緊急時対応の支援を充実させていきます。 

また、新しい総合事業を含む介護保険サービスと介護保険外のサービスを高齢者のニー

ズに合わせて適切に組み合わせ提供していくため、買い物、料理、掃除等、日常生活で必

要な行動力の低下に対応する多様な支援を行います。介護が必要な高齢者と、その家族を

支えるサービス及び自立を保つためのサービスの柔軟な提供を図ります。 

 

＜計画事業＞ 

①地域交流サロン事業の推進【継続】（高齢福祉課）               再掲 

 在宅高齢者の閉じこもりを防ぐとともに、介護予防など高齢者の在宅生活に資する活動を

展開するため、地域に住む高齢者の居場所として食事の提供、相談、イベント等を開催する

「地域交流サロン」事業を推進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区内 3か所で実施 ・継続 

・新規２か所開設 

・事業内容の充実 

・地域の自主事業化を図

る 

継続 

 

②会食サービスの実施【継続】（高齢福祉課） 

 地域の居場所である「地域交流サロン」において、食の確保、栄養改善を目的として、管

理栄養士によるきめ細かな栄養相談・指導や栄養バランスの取れた食事の提供を実施するこ

とで、在宅高齢者の閉じこもり防止や食生活の改善、健康の増進を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区内 3か所で実施 ・区内５か所に拡充（各

地区１か所） 

継続 
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・地域の自主事業化を図

る 

 

③ひとりぐらし等高齢者登録【数値】（高齢福祉課） 

 ひとりぐらし等の高齢者の住所、氏名、緊急連絡先等を区へ登録し、緊急時や災害時に安

否確認や避難支援を円滑に行うことができるようにするとともに、登録者の実情に応じた生

活支援サービスの勧奨を行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

ひとりぐらし等高齢者登録者数

6,906名（平成２９年 10月１日

現在） 

・継続 

・登録の勧奨（目標値：

新規登録 3,000人） 

・継続 

・登録の勧奨（目標値：

新規登録 2,500人） 

 

④非常通報システム設置事業の実施【重点】（高齢福祉課） 

 ひとりぐらし等高齢者の安否確認のため、自宅で急病や事故が起きた場合、専用の通報機

でコールセンターに連絡し、必要に応じて救急車や現場派遣員の出動要請を行う非常通報シ

ステムを設置します。また、一定時間内に利用者の動きがない場合に、センサーが自動通報

する生活リズムセンサーの併設を促していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

４６１台設置（うち生活リズムセ

ンサー併設９２台。平成２９年７

月末現在） 

・継続 

・利用要件等の緩和によ

る生活リズムセンサー

の普及促進 

継続 

 

⑤配食サービスの実施【継続】（高齢福祉課） 

 ひとりぐらし等の高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、

安否確認及び食の確保を目的として、配食サービスを実施しています。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

842 名受給（延べ 20,347 食。

平成２９年７月末現在） 

継続 

新規配食事業者の確保 

継続 

 

⑥高齢者在宅支援ヘルパー派遣事業【継続】（高齢福祉課） 

 ひとりぐらし等高齢者の銭湯や理美容室、病院内での介助等、介護保険では対応できない

外出支援サービスを提供します。また、身体上の急変等により緊急かつ一時的な介護を必要

とする方や、生活環境の改善が必要な方に、緊急一時対応のヘルパーや生活の管理・指導を

行うヘルパーを派遣します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

４４名受給（平成２９年７月末現

在） 

新たなサービス等の検

討・実施 

継続 
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（３）介護サービス基盤の整備 

認知症の人など介護を必要とする高齢者がそれぞれの生活状況や身体状況に応じて地域で

安心して暮らし続けられるよう、民間事業者による整備支援を充実して認知症高齢者グルー

プホーム※や小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービス基盤の整備を促進します。 

また、介護家族の支援の観点からもショートステイを充実していくとともに、様々なサー

ビスを利用しても在宅生活を継続することが困難な要介護高齢者が、必要な介護サービスを

的確に受けることができるように、既存の特別養護老人ホーム等の介護サービスの充実や民

間事業者による特別養護老人ホームの整備促進を図っていきます。特別養護老人ホームの整

備に当たっては、区有地や国有地等を活用して、事業者の整備を支援していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①地域密着型サービスの整備促進【重点・数値】（高齢福祉課・介護保険課）    再掲 

 認知症などの高齢者が住み慣れた地域で生活が続けられるように地域密着型サービスの整

備を促進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・認知症高齢者グループホーム※ 

11か所 ２３ユニット 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

４か所 

・看護小規模多機能型居宅介護事

業所 1か所 

・認知症対応型通所介護事業所 

５か所 

(平成 29年 10月末現在) 

・認知症高齢者グループ

ホーム※9 ユニット整

備 

・小規模多機能型居宅介

護事業所整備４か所 

・看護小規模多機能型居

宅介護事業所整備1か

所 

・認知症対応型通所介護

事業所整備３か所 

整備（第８期介護保険事

業計画で定める） 

 

②特別養護老人ホームの整備促進【重点・数値】（高齢福祉課・介護保険課） 

 中重度の要介護者の急増に対応した特別養護老人ホームの整備を促進します。また、新規

の特別養護老人ホーム開設に併せて、老朽化した区立特別養護老人ホーム中目黒の改修を行

います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

特別養護老人ホーム６か所（区内） ・３か所新規整備・開設 

・区立特別養護老人ホー

ムホーム中目黒の入所

者の一時移転、改修工

事着工 

・区立特別養護老人ホー

ムホーム中目黒改修工

事竣工、利用者帰所 

・地域密着型特別養護老

人ホームの検討 

 

③ショートステイ事業の実施【数値】（高齢福祉課）               再掲 

在宅の要介護高齢者の心身の状況の変化や、介護者の病気、冠婚葬祭、出張等の際にショ

ートステイの利用を促進し、介護者の負担軽減等を図ります。 
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事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・短期入所生活介護（特別養護老人

ホーム併設6か所、単独型1か所） 

・短期入所療養介護（老人保健施設

併設 2か所） 

・継続 

・特別養護老人ホーム併

設型短期入所生活介護  

3か所整備 

継続 

 

④緊急ショートステイ事業の実施【重点】（高齢福祉課）             再掲 

介護者の急病、冠婚葬祭、介護疲れ等により、在宅の要介護高齢者が介護を受けられない

場合に、緊急に利用が可能なショートステイのベッドを確保します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・区内特別養護老人ホーム（１床） 

・有料老人ホームのベッド借上げ

（１床） 

継続 継続 

 

⑤病院ショートステイ事業の実施【継続】（高齢福祉課） 

医学的管理が必要なため、ショートステイの利用が困難な状態の在宅療養高齢者に区内病

院のベッドを確保します（介護保険対象外）。事業実施においては、在宅療養支援病床事業と

の調整を図っていきます。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区内病院 4か所（4床） 継続 継続 

 

⑥高齢者施設に係る区有地、国・都有地、既存施設等の活用の促進【継続】（高齢福祉課、介

護保険課、経営改革推進課） 

 高齢者施設整備に当たり、区有地、国・都有地、地域の既存施設等の活用を検討し、民間

事業者の参入を促進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

活用の検討 ・継続 

・旧第六中学校跡地活用

による特別養護老人ホ

ームの整備・開設 

・第四中学校跡地活用に

よる特別養護老人ホー

ム・障害者施設等複合

施設の整備・開設 

・目黒三丁目国有地活用

による特別養護老人ホ

ームの整備・開設 

継続 
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２ 障害のある人のライフステージに応じた切れ目のない支援 

 

 

区では、障害者基本法を踏まえ、障害の有無にかかわらず、機会の平等、アクセシビリテ

ィ※が保障され、すべての区民があらゆる場面で自己選択・自己決定に基づき、地域で自分ら

しく生きることができる社会を目指すとともに、障害のある人とない人が相互に理解と交流

を図り、ともに暮らす社会を実現することを目指しています。 

平成２８年度の障害者総合支援法と児童福祉法の改正により、障害者の望む地域生活の支

援やサービスの質の向上に向けた環境整備の促進とともに、新たに、障害児福祉計画の策定

が区市町村に義務付けられました。併せて、発達障害※のある人への支援の一層の充実を図る

ため、基本理念の新設や発達障害者の定義の変更などを内容とする、発達障害者支援法の大

幅な改正が行われています。 

地域において、障害のある人がライフステージに応じて自分らしい生活を送るための相談

支援の充実に努めており、必要なサービス等の利用計画については対象者の７９％が作成し

ています。しかしながら、入所施設のほか長期入院から地域生活へ移行するための相談支援

体制が十分とは言えないことから、地域移行した人の数は増えていない状況にあります。 

障害のある人が高齢になったときには、利用してきた障害福祉サービスに相当する介護保

険サービスがある場合は優先されるため、介護保険サービスへの移行に当たっては、必要な

サービス利用が継続できるように、３か月以上前に案内を行うなど丁寧な支援に努めていま

す。 

一方、在宅での介護により生活している人の場合、支援をしている親や家族等の健康状

態や「親亡き後」の生活の変化について不安が強くなっており、区が平成２８年度に実施し

た障害者アンケートにおいて、障害のある児童の保護者の回答では、お子さんの将来のこと

で不安に思うこととして、「親が亡くなった後の生活の経済的な保証」が約 7３％に上ってい

ます。 

さらに、医療的ケア※が必要な重症心身障害者や重症心身障害児の在宅での生活を支援する

ため、訪問看護師を派遣する重症心身障害者（児）在宅レスパイト※事業を実施し、介護者の

負担軽減を図っています。また、高次脳機能障害※者、精神障害者や難病患者など、一人ひと

りの障害状況や病状等に応じて、地域の医療や保健福祉サービスとの連携を必要とする人が

増えています。 

障害がある人の就労については、目黒障害者就労支援センターや就労移行支援事業、ハロ

ーワーク等の関係機関や特別支援学校等が連携し支援を行っています。また、一般就労後、

働き続けるために、ジョブコーチによる企業への訪問や、障害のある人の仕事上の悩み相談、

生活面のサポート等、職場定着のための様々な支援を行っていますが、短期間での離職もみ

られる状況です。また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、

障害のある人の芸術文化活動やスポーツへの関心が高まっており、障害者アンケートにおい

ても、余暇活動に対する意欲の高さが現れました。 

障害のある児童のライフステージに応じた切れ目のない支援の充実に向けては、児童発達

支援センターにおいて、乳幼児から 18 歳までの発達に心配の見られる児童や障害のある児

童とその保護者・家族・関係者に対する相談支援を行っています。併せて、未就学児の発達

や成長段階に応じた療育など保護者の要望や不安を受け止め、安心して子育てに向き合える

ように支援しています。 

また、障害のある児童等の教育については、国の障害者基本計画（第三次）の基本的方向

現 状 
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として「インクルーシブ教育システムの構築」が掲げられ、「障害のある児童生徒が合理的配

慮を含む必要な支援の下、その年齢及び能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育を

可能な限り障害のない児童生徒と共に受けることのできる仕組みを構築する」ことが求めら

れています。区では、障害別の特別支援学級を設置し、個に応じた指導に取り組んできたほ

か、区立の小学校と中学校全校に特別支援教室を開設し、多様な学びの場・共に学ぶ場の充

実に努めています。区立保育園では、専門指導員による巡回指導や保育士の研修等が実施さ

れており、学童保育クラブでも児童や保護者を対象に、特別支援学校の特別支援教育コーデ

ィネーターを招いた保育相談の実施など、障害のある児童の教育や保育の充実を図っていま

す。 

 

 

障害のある人が身近な地域で安心して暮らし続けるためには、対象者全員にサービス等利

用計画が作成され適時の見直しが行われていくように、指定特定相談支援事業所に対する区

の継続的な支援が必要です。また、今後は地域生活支援拠点を整備し、身近な困りごとの相

談や３６５日２４時間の緊急時受け入れ対応等のサービスの充実が求められています。  

さらに、障害の種別に関わらず総合的かつ専門的な相談支援を行うために、地域の中核的

な存在となる基幹相談支援センターを整備して、相談支援機能や関係機関との連携強化を図

り、本区における総合的な相談支援体制を構築することが重要です。 

障害のある人が 65 歳以上になっても、地域でこれまでに受けてきた支援が継続できるよ

うに、高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けやすくする「共生型サービス」につ

いて、事業所に対しサービス内容の周知など導入に向けた支援を図るとともに、高齢障害者

を対象とした介護保険サービスの利用者負担の軽減について周知を図っていく必要がありま

す。障害のある人の高齢化による障害の重度化や、「親亡き後」など生活状況に変化が生じた

場合でも、身近な地域で暮し続けるために、生活全般にわたる福祉、保健・医療等の多様な

関係機関の連携による支援が必要です。 

また、在宅で生活する医療的ケア※が必要な重症心身障害者や重症心身障害児など、障害の

重度化・重複化に対応した訪問看護師の派遣や日中活動の場の提供等、地域で暮らし続けて

いくためにも、福祉、保健・医療等サービスの充実と関係機関の連携が求められています。 

さらに、障害のある人が、社会の一員として充実した社会生活を送るため、必要な移動支

援や意思疎通支援等のサービス提供を行うとともに、効果的な就労移行支援、就労定着支援

を行っていく必要があります。 

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ては、障害の有無にか

かわらず、身近な地域で積極的にスポーツに親しめる機会を充実するとともに、芸術文化活

動や余暇活動を通じて人との相互交流や障害の理解についての啓発を進める必要があります。 

障害のある児童のライフステージに応じた切れ目のない支援に向けて、児童発達支援セン

ターや発達障害※支援拠点を中心に関係機関が連携し、児童の発達や成長段階に応じた支援の

充実を図り、また、児童の兄弟や親等が孤立することのないように心のケアを含む家族支援

策をも充実していくことが求められています。 

区立学校では、特別支援教育の視点をもつ教員を育成し個に応じた指導を充実させること、

多様な学びの場と共に学ぶ場を充実させることにより、障害の有無にかかわらず、いきいき

と学ぶ環境を整備することが求められています。また、地域の中では、就学前から卒業後ま

でを見通して、学校教育・子育て・福祉・教育・就労部門との連携を緊密にし、子どもの成

長段階や障害特性に応じた必要な支援と相談体制の充実を図ることが必要です。 

課 題 
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施策の体系 
２  障害者のある人のライフステージに応じた切れ目の

ない支援 

       （１）身近な地域で暮らし続けていくことができる仕組みづくり 

       （２）誰もが社会に参加し、貢献することができる環境づくり 

       （３）ともに暮らすまちづくりの実現 

       （４）障害のある児童の健やかな育成のための発達支援 

  

 

（１） 身近な地域で暮らし続けていくことができる仕組みづくり 

 障害のある人が地域で暮らし続けていくために、基本相談やサービス等利用計画の策定

を担っている指定特定相談支援事業所の充実に加え、身近な困りごと等の相談や夜間休日

を含む３６５日２４時間の緊急時の受付対応を行う地域生活支援拠点を整備していきます。 

また、障害の種別にかかわらず総合的かつ専門的な相談に対応するために、地域の相談

支援の中核的な存在となる基幹相談支援センターを整備し、相談支援事業者等に対する専

門的な指導・助言や情報提供及び人材育成等を支援するとともに、相談支援事業者や関係

機関等と連携して本区における相談支援体制を構築していきます。 

さらに、住民に身近な保健・福祉の相談窓口として地域包括支援センターが、地域住民

の様々な相談を受け止め、各分野の専門機関、区の関係部署と密接に連携・協働して、適

切な支援につなげる役割を担い、高齢者・障害者・子ども・生活困窮者※等すべての人を対

象とした包括的相談支援体制を構築していきます。 

また、発達障害※のある人や児童の家族等を対象に、発達障害※に特化した支援拠点を設

置し、障害の特性に応じた適切な支援を提供していきます。さらに、入所施設や長期入院

からの地域移行・地域定着を進めていくために、特に精神障害のある人については、住ま

いの確保や地域の医師、保健師、相談支援専門員等の連携を図るための支援体制を構築し

ていきます。 

障害のある人が高齢になっても地域で安心して暮らし続けるために、切れ目なく適切な

サービスが受けられるように、高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けやすくす

る「共生型サービス」の導入に向けた事業者への周知や、高齢障害者を対象とした介護保

険サービスの利用者負担の軽減について周知を図っていきます。 

 

＜計画事業＞ 

①身近な相談支援提供体制の充実【重点】（障害福祉課） 

障害者グループホーム※に併設するの地域生活支援拠点において、身近な困りごとへの相談

支援や緊急時の対応を行います。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（3３～3４年度） 

・地域生活支援拠点等の開設準備 

・開設 

地域生活支援拠点におけ

る休日夜間を含めた

365日 24 時間の相談、

緊急時の受け入れ対応、

自立に向けた体験の機会

の提供 

継続 

 

施 策 
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②基幹相談支援センターの整備による相談支援体制の構築【新規・重点】（障害福祉課） 

区立第四中学校跡地を活用した民間事業者による障害者入所施設等複合施設の整備に併せ

て、地域における相談支援の中核的な存在となる基幹相談支援センターを整備し、相談支援

事業者や関係機関の連携の強化を図って、本区における障害者の相談支援体制を構築します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

 未実施 

 

・基幹相談支援センター

開設に向けた準備 

・相談支援体制の検討 

・開設（平成 32年度） 

基幹相談支援センターの

相談支援体制の充実 

 

 

③発達障害※支援拠点の開設【新規・重点】（障害福祉課） 

発達障害※に特化した常設窓口として発達障害※支援拠点を開設し、発達障害※の特性に則

した相談支援や当事者活動、家族支援を行うとともに、広く区民に発達障害※への理解促進を

図ります。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（3３～3４年度） 

・保護者向けの相談会の実施 

 月１回 

・啓発講演会を開催 

 年４回 

・支援者向け連続講座を実施 

 年１回 

・発達障害※に特化した支

援施設の開設 

・相談支援、当事者活動、

家族支援、啓発事業の実

施 

継続 

 

④障害者の高齢化に伴う課題への取り組み【新規】（障害福祉課） 

介護保険サービスと障害福祉サービスについて事業者の相互理解を推進し、高齢者と障害

者が同一の事業所でサービスを受けやすくする「共生型サービス」の導入に向けた事業者へ

の支援や高齢障害者を対象とした介護保険サービスの利用者負担の軽減（償還）に向けた事

務手続き等の周知を図っていきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・未実施 

 

・「共生型サービス」の事

業内容の周知 

・指定申請等に関する支

援の実施 

・介護保険サービスの利

用者負担の軽減（償還）

に向けた事務手続き等

の周知 

継続 

 

⑤障害者自立支援協議会における検討に基づく施策の推進【継続】（障害福祉課） 

障害者自立支援協議会における検討に基づき、基幹相談支援センターを中心とした相談支

援及び障害福祉サービスや社会資源等のネットワーク化を図るとともに、社会資源の改善と
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開発及び地域の課題等の検討を行います。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（3３～3４年度） 

・障害者自立支援協議会及び専門部

会の設置運営 

・専門部会を中心に地域の課題整理 

・相談支援、地域生活支援拠点、基

幹相談支援センターの在り方等に

ついての検討 

・基幹相談支援センターの

開設に向けたネットワー

クの基盤づくり 

・専門部会を中心に地域の

課題を整理し、障害者施

策の充実の検討 

障害者自立支援協議会と

基幹相談支援センターの

連携による相談支援のネ

ットワークの構築 

 

 

⑥地域移行・地域定着支援に向けた関係機関による協議の場の整備【新規】（障害福祉課） 

精神障害のある人の意思を尊重した退院後の安定した地域生活への移行や定着に向けた支

援のあり方について保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置して検討を行い、移行に

向けた支援を推進します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（3３～3４年度） 

未実施 ・保健・医療・福祉関係者

による協議会設置 

地域生活への移行に向け

た支援の実施 

 

⑦言語訓練教室の実施【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

脳血管障害後遺症等による言語障害のある人を対象として、言語聴覚士(ST)による集団言

語指導や交流を行います。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（3３～3４年度） 

概ね月２回実施 継続 継続 

 

（２）誰もが社会に参加し、貢献することができる環境づくり 

障害のある人が、社会の一員として様々な活動や就労の機会を得て、充実した社会生活

を送るために、一人ひとりの障害特性に配慮した意思疎通支援や移動支援などのサービス

を提供していきます。 

また、就労意欲のある人が、一人ひとりに合った就労形態をとることができるよう、就

労支援機関による効果的な就労支援や、就労後も働き続けるために、就労定着支援を推進

していきます。また、区内の企業への実習等、障害者就労に結び付く取り組みや、障害者

施設における自主生産品の販売促進や普及、販路の拡大等を創意工夫し、工賃水準の更な

る向上を目指します。 

さらに、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、障

害のある人が積極的に身近な地域で継続的にスポーツに親しめるよう、機会の一層の充実

を図るとともに、希望する芸術文化活動や余暇活動に参加し、様々な人との活発な交流を

通して相互理解を深められるように取り組んでいきます。 

 

＜計画事業＞ 

①就労支援事業の充実【継続】（障害福祉課） 
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目黒障害者就労支援センター及び就労移行支援事業所等において、障害のある人が経済的

に自立した生活を送るための一般就労に向けて、就労相談、就労訓練などを実施します。ま

た、就労支援関係機関や企業等と連携し、障害者雇用に取り組む企業等の新規開拓を行いま

す。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・目黒障害者就労支援センター及

び就労移行支援事業所等で就

労支援を実施 

・目黒障害者就労支援センターに

地域開拓促進コーディネータ

ーを配置し、福祉施設を利用す

る障害者への一般就労に向け

た働きかけや障害者雇用を行

う企業等の新規開拓 

継続 継続 

 

②就労定着支援事業の推進【新規】（障害福祉課） 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害のある人が就労を継続することがで

きるよう、就労に伴って生じた環境の変化による生活面の課題を把握し、企業や関係機関等

との連絡調整を行い、課題解決を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・未実施 

・就労移行支援事業所６か所 

・就労定着支援事業指定

に向けた支援 

・就労定着支援者のスキ

ル向上のための支援 

継続 

 

③日中活動の場の整備【数値】（障害福祉課） 

就労継続支援及び生活介護等の障害福祉サービス事業の実施により、障害のある人の希望

に合わせた日中の活動の場を提供します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・区立通所施設の運営 

 生活介護４施設 

就労継続支援Ｂ型３施設 

・民間通所施設の運営 

 生活介護     ２施設 

 就労継続支援Ａ型 ２施設 

 就労継続支援 B 型 ９施設 

・民間障害者通所施設（2 施設）

の移転整備に合わせて、就労継

続支援Ｂ型事業 30 人の定員増

を図った。 

・継続 

・区立第四中学校跡地にお

ける生活介護１施設整備

（平成32年度開設、定

員22名） 

継続 
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④意思疎通支援の推進【継続】（障害福祉課）                  再掲 

聴覚障害、失語症等の意思疎通に障害のある人が、社会生活の中でコミュニケーションを

円滑にするために障害特性に合わせた支援を推進します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・手話通訳者、要約筆記者の派遣 

・心身障害者センターあいアイ館

において、「失語症パートナー」

の養成講座を実施 

継続 継続 

 

⑤移動に係る支援の推進【継続】（障害福祉課）                 再掲 

障害のある人の自立と社会参加のために移動支援・同行援護事業のサービス提供を推進し

ます。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

自立と社会参加等における外出

のために必要な支援を実施 

継続 継続 

 

⑥障害の特性に配慮したスポーツ事業の実施【継続】（スポーツ振興課）      再掲 

障害のある人が区立体育施設でスポーツ活動できるよう、スポーツ事業を実施します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区立体育施設において障害のあ

る区民に配慮したスポーツ事業

を実施 

継続 継続 

 

⑦障害者スポーツ指導員（初級）の養成【継続】（スポーツ振興課）        再掲 

障害のある人が安心してスポーツ活動に参加できるよう、障害者スポーツ指導員の養成を

行います。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

障害者スポーツ指導員（初級）養

成研修会実施 年 1回 

継続 継続 

 

（３）ともに暮らすまちづくりの実現 

 「障害者の権利に関する条約」の理念に基づき、障害のある人の権利擁護に取り組むと

ともに、障害者差別解消法の施行を受け、障害のある人とない人の相互理解を深め、共生

社会への取り組みを推進するため、法律及び障害の理解に向けた周知・啓発活動を推進し

ていきます。さらに、地域全体で障害者差別の解消に向け主体的に取り組むため、障害者

差別解消支援地域協議会を中心として、地域における差別に関する相談情報の共有及び啓

発や周知に積極的に取り組みます。 
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また、障害のある人一人ひとりが望む住まい方を基本とした地域での安定した暮らしの場

の確保に向け、住宅施策について広く周知を図り活用を推進していきます。また、民間事

業者によるグループホーム※の整備を促進するため、国公有地や既存施設の活用について情

報提供を行うとともに、民間住宅を改装したグループホーム※への転用等についても、検討

を進めていきます。 

 

＜計画事業＞ 

①障害者差別解消に向けた取り組み【新規・重点】（障害福祉課）          再掲 

平成２８年４月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者

差別解消法）の周知と、障害の理解を促進するための啓発パンフレットの配布やイベント等

の開催、区民講演会、職員研修を実施します。また、地域全体で主体的に障害者差別の解消

に向けた取り組みを進めるために、障害のある人、地域の商工業者、障害者就労支援機関、

権利擁護機関、福祉・医療・法律の各分野の専門家、教職員等で構成される障害者差別解消

支援地域協議会を開催し、相談事例への対応策を通して把握した課題などについて協議しま

す。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・区民講演会 年１回開催 

・職員研修 年２回実施 

・障害者週間記念事業「めぐろふ

れあいフェスティバル」 

年１回開催 

・障害者週間記念パネル展 

 年１回開催 

・障害者差別解消支援地域協議会

年 2回実施 

・継続 

・地域の団体等と連携し、

様々な機会を活用し

た、障害者差別の解消

及び障害の理解に向け

た周知・啓発の実施 

継続 

 

②地域における交流機会の促進【継続】（障害福祉課）               再掲 

地域における各種行事や施設のまつり等を通じて、障害のある人とない人が相互に理解を

深めるための交流を促進します。併せて、障害者施設や関係団体相互の理解を深めるための

交流を促進します。  

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区立の通所施設（6 か所）におい

て、それぞれまつり及びイベント

を開催し、近隣住民との交流の場

とした。また、施設が所在する地

域のまつりやイベントに出店し、

自主生産品の販売を通して交流を

図った。 

・継続 

・開設予定の複合施設等

での様々な交流の実施 

継続 

 

③障害者グループホーム※の整備支援【重点・数値】（障害福祉課）         再掲 

 障害のある人が支援を受けながら住み慣れた地域で安定した生活を送ることができるよう

に、民間事業者によるグループホーム※の整備を支援し、居住の場を確保していきます。 
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事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・身体障害者グループホーム※未整  

備 

・福祉ホーム 1か所（定員 7名） 

・知的障害者グループホーム※12

か所（総定員数 79名） 

・精神障害者グループホーム※3か

所（総定員 17名） 

１か所の整備を支援 

定員６名増 

１か所の整備を支援 

定員６名増 

 

④障害者施設に係る区有地、国・都有地、既存施設等の活用の促進【継続】（障害福祉課・経

営改革推進課） 

 障害者施設整備に当たり、区有地、国・都有地、地域の既存社会資源等の活用を検討し、

民間事業者の参入を促進します。また、民間住宅を改装した福祉施設の転用についても個

別に検討・促進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

活用の検討 区立第四中学校跡地活用

による特別養護老人ホー

ム・障害者施設等複合施

設の整備・開設 

継続 

 

（４）障害のある児童の健やかな育成のための発達支援 

  障害のある児童の乳幼児期から就園・就学、就労までのライフステージに応じた切れ目

のない支援を行うため、児童発達支援センターや新たに開設する発達障害※支援拠点等を中

心に関係機関が連携して、発達・成長段階に応じた支援や訪問相談等の専門的な相談体制

を充実していきます。 

特に、医療的ケア※が必要な児童については、関係機関による協議の場を設置し、総合的

な支援体制を構築するとともに、地域での受け入れ体制の整備を促進します。 

区立学校では、特別支援教育の視点をもつ教員を育成し、個に応じた指導を充実させる

ことや多様な学びの場、共に学ぶ場を充実させることにより、いきいきと学ぶ環境を整備

していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①医療的ケア※が必要な児童等への支援【新規・重点】（障害福祉課）        再掲 

 医療技術等の進歩を背景として、医療的ケア※が必要な児童が増加する中、医療的ケア※児

及び重症心身障害児が地域で必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健・医療・福

祉・教育等の関係機関の連携を推進するとともに、就学前及び就学後の療育体制の整備を図

ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

未実施 ・医療的ケア※児支援のた

めの保健・医療・福祉・

医療的ケア※児及び重症

心身障害児を対象とした
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教育等の支援関係機関

による協議会の設置 

・医療的ケア※児及び重症

心身障害児を対象とし

た児童発達支援事業

（未就学児）の支援 

放課後等デイサービス事

業（就学児）の支援 

 

②児童発達支援センター機能の充実【重点】（障害福祉課） 

 医療的ケア※が必要な児童の増加による、支援の充実を図るため、児童発達支援センターの

相談支援機能を強化するとともに、幼児期の療育体制の拡充を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・相談部門「ひまわり」では、中

核的な相談機関として切れ目の

ない相談支援の機能を拡充 

・療育部門では、療育機能の拡充 

相談部門と療育部門の連

携を強化し、増加する医

療的ケア※が必要な児童

への支援を充実 

継続 

 

③障害のある児童への居場所の提供【継続】（子育て支援課） 

児童館において、障害のある児童が参加しやすい事業を実施します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

各児童館において障害のある児童

の居場所として「あそびのつどい」

を実施 

継続 継続 

 

④学童保育クラブにおける障害のある児童の保育【重点】（子育て支援課） 

障害のある児童の放課後の居場所づくりと保護者への就労支援とを図るため、学童保育ク

ラブで、安心・安全に過ごせるよう保育を行います。 

事業の現況 

（平成 29年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

障害児等の保育を実施 継続 継続 

 

⑤インクルーシブ教育システムの構築の推進【継続】（教育支援課） 

障害がある児童生徒の一人ひとりの状況に応じた教育活動を進めるとともに、多様な学び

の場と共に学ぶ場を充実します。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と

ともに、学習面や生活面等への支援のため特別支援教育支援員の配置などを行います。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・多様な学びの場と共に学ぶ場を

充実 

・特別支援教育支援員の配置 

継続 継続 
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３ 生活困窮者に対するセーフティネットの充実 

 

 

生活保護受給者の増加に加え、生活に困窮するリスクの高い層が増加しつつあることを背

景として、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るとともに、生活保護から脱却した人

が再び生活保護に至らないよう、生活保護制度の見直しと生活困窮者※対策の一体的実施に向

けた取り組みが進められてきました。平成 26年 7月（平成 26年 1月一部施行）に生活保

護法の改正法が施行されるとともに、平成 27年 4月には生活困窮者自立支援法が施行され

ました。 

 区では、生活困窮者※からの相談に包括的に対応する自立相談支援機関「めぐろ くらしの

相談窓口」を生活福祉課内に配置し、生活保護相談を担う相談援護係と重層的に連携した相

談支援を行っています。自立相談支援機関は、生活困窮者※からの幅広い相談に応じており、

平成 27 年度は生活保護相談を含めた総相談件数は約 2,500 件に及び、平成 28 年度には、

3,300件を超えています。 

 また、生活困窮者※の自立支援を進めるため、平成 17年度から生活保護受給者に対する自

立支援プログラムを導入するとともに、生活困窮者自立支援法に基づく地域の実情に応じた

包括的かつ継続的な相談支援を行ってきました。家賃相当額の給付を行う住居確保給付金の

ほか、就労準備支援事業をはじめ家計管理支援事業や貧困連鎖の防止に向けた子どもへの学

習支援事業などの自立相談支援事業を整備・展開し、合わせて、多様かつ複合的な課題を抱

えている生活困窮者※に対して、様々な地域資源や関係機関との着実な連携強化による効果的

な支援・連携を進めています。 

平成３０年度には生活保護制度・生活困窮者※自立支援制度の見直しによる改正法の施行が

予定されていること、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人

と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きが

い、地域をともにつくっていく「地域共生社会」の実現に向けた取り組み、多様なニーズを

すくい取る「全世代・全対象型地域包括支援体制」の構築など、新たな時代に対応したセー

フティネットの整備・充実が求められています。 

 

 

生活困窮者※が抱える多様な課題に的確に対応するため、相談支援体制を整備し、充実させ

ていくことが必要です。生活保護制度及び生活困窮者※自立支援制度双方の目的・趣旨を踏ま

えて、相談者が利用しやすく、かつ適切な制度運用ができる相談支援体制の構築が不可欠で

す。 

また、生活困窮者※の自立を支援するためには、区の窓口等で生活困窮の状態にあることを

早期に発見し、専門の相談機関に適切につなぐ意識の醸成や庁内の連携体制の強化を図ると

ともに、地域資源や関係機関・住民等の参画を得ながら、生活困窮者※の早期把握・早期発見

に向けた連携・体制づくりを一層推進していく必要があります。 

多様な課題を抱えている生活困窮者※には、生活困窮者※のそれぞれの能力等に応じた、日

常生活自立・社会生活自立・就労自立に向けての様々な支援が必要です。 

多様な就労支援機関との連携による就労支援、生活の基礎となる健康の保持・増進を目的

とした健康管理支援、貧困の連鎖を防止するのための子どもに対する学習支援等、生活困窮

者※の自立と尊厳の確保に配慮した包括的な支援の充実が求められています。 

生活困窮者※の自立支援には、生活困窮者※の自立と尊厳の確保に配慮して包括的な支援策

現 状 

課 題 
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を用意するとともに、関係所管や関係機関との連携を進めながら、深刻な状況に陥らないよ

うな予防的観点に立った支援にも取り組みながら、相互に支え合う地域のネットワークの構

築・地域づくりが必要です。 

生活困窮者※への包括的な支援の提供には、積極的な制度の説明や相談支援事業の広報・周

知が不可欠です。生活困窮者※の早期把握・早期支援に向けて、効果的な制度の広報・周知の

工夫・促進が必要であり、広報の充実を図ることが求められています。 

 

施策の体系 ３ 生活困窮者に対するセーフティネットの充実 

       （１）相談支援体制の整備・推進・充実 

       （２）自立支援の充実 

       （３）連携体制の構築 

       （４）生活困窮者支援の広報・周知の充実 

 

 

 

（１）相談支援体制の整備・推進・充実 

  平成３０年度に生活保護制度・生活困窮者※自立支援制度の見直しによる改正法の施行が

予定されています。生活保護制度に基づく相談援助と生活困窮者※自立支援制度に基づく困

窮者支援の重層的な相談支援体制の充実が求められている中、制度双方の目的・趣旨を踏

まえて、相談者が利用しやすく、適切な制度運用ができる相談支援体制の更なる強化を図

っていきます。また、複合的な課題を有する生活困窮者※に対して、それぞれの自立に向け

た支援計画（援助方針）による早期の的確な支援を引き続き行っていくとともに、専門性

の高い人材の確保・育成のために、相談員等の研修体制を整えるなど、寄り添い・伴走型

支援に対応できる体制整備を進めていきます。さらに、生活保護の公正な業務遂行の確保

を図るために、人権の尊重を基本に据え、職員倫理の高揚に一層努めていきます。 

 

＜計画事業＞ 

①総合相談窓口体制の充実・強化【継続】（生活福祉課） 

 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業としての相談窓口をさらに充実していく

とともに、生活保護法に基づく相談と連携を密にした体制を構築し、多様な課題を抱える生

活困窮者※がより円滑に自立できるよう相談支援体制を強化していきます。さらに、人権の尊

重を基本に据え、職員倫理の高揚に一層努めていきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・生活保護制度及び生活困窮者※

自立支援制度の的確な制度運用 

・要保護者に対する適切な相談援

助及び生活保護の運用の実施 

・生活困窮者※に対する早期・的確

な自立支援の実施 

・地域に潜在化する困窮

者の掘り起こし（積極

的なアウトリーチ※事

業の展開） 

・既相談者、要支援者に

対する後追い支援（ア

フターフォロー事業の

展開） 

・専門性の確保に向けた

継続 

施 策 
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職員研修の実施 

・人権の尊重を基本に据

え、職員倫理の高揚に

一層努める取り組みの

実施 

 

（２）自立支援の充実 

  生活困窮者※は経済的困窮だけではなく、住まいや就労、病気や障害、社会的孤立など抱

える課題は多様であり、一人ひとりの課題に応じた自立支援への取り組みが求められます。

特に多様な就労支援機関との連携による支援、生活習慣病※の重症化予防への取り組み、貧

困の連鎖を防止するための生活困窮家庭の子どもに対する学習支援の拡充、合わせて保護

者への養育支援を着実に進める必要があります。 

  地域包括ケアの推進に向けた包括的支援体制の構築を進める中で、総合相談機能の充実

が求められています。また、地域のあらゆる生活課題の相談に応じ、関係機関と連絡調整

等を行っていくためには、身近な相談窓口としての地域包括支援センターとの連携は欠か

せません。経済的な課題以外にも複合的な生活課題を抱いている生活困窮者※への支援に当

たっては、地域包括支援センターをはじめ多様な関係機関と生活困窮者※の包括的な相談窓

口を担う自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」との相互連携による包括的相談

支援体制の整備・推進が必要です。生活困窮者※の自立と尊厳の確保に配慮して包括的な支

援策を整備し、相互に支え合う地域のネットワークの構築を進めていきます。 

 

＜計画事業＞ 

①生活困窮者※自立支援事業の充実【重点】（生活福祉課） 

 生活困窮者自立支援法に基づく事業の推進を図るとともに、生活保護法の自立支援プログ

ラムに基づく支援事業との一体的・効率的な事業の運営に努めていきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・生活困窮者※自立支援事業の相談

支援の実施 

・生活困窮者※自立支援制度と生活

保護制度に基づく重層的な事業

の実施 

生活困窮者※自立支援事

業の充実・強化 

継続 

 

②保健相談の充実【新規】（生活福祉課） 

 生活困窮者※相談窓口においてメンタルヘルスの課題を抱える困窮者からの相談は増加傾

向にあり、寄り添い相談支援に向けた体制整備を図るため、精神保健分野の専門職員の配置

による相談支援体制の充実を進めていきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

生活困窮者※相談窓口への相談支

援員等の配置 

保健相談支援体制の整備

（保健相談員の配置） 

継続 
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③次世代育成支援の充実【継続】（生活福祉課） 

生活困窮者※世帯の「貧困の連鎖」を防止し、子どもの未来をひらくために学習支援対象者

の拡充をはじめ居場所機能の充実、家庭訪問・高校中退防止に向けた取り組みを進めます。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

被保護世帯に対する若者の社会的

自立支援の実施（次世代育成支援

員の配置） 

継続 継続 

関係機関(学校･子ども家庭支援セ

ンターや児童相談所等)との連携 

継続 継続 

学習支援事業実施（中学生・高校

生） 

学習支援事業実施 

（生活困窮者※世帯の対

象者及び実施会場の拡

充、家庭訪問・高校中退

防止に向けた取り組み） 

継続 

 

④ホームレス自立支援の推進【継続】（生活福祉課） 

住まいを失った生活困窮者※に対する自立支援策として、平成 26 年 3 月に開設した自立

支援センターの円滑な施設運営・管理を行うとともに、地域との調整を図りながら早期就労

による自立支援及び地域生活への移行を推進していきます。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・都区共同で取り組む自立支援セ

ンター運営・管理 

・地域連絡協議会の開催 

・地域と連携した円滑な

自立支援センターの運

営（平成 30年度末ま

での設置） 

・地域連絡協議会の開催 

― 

ベッド等の確保による緊急一時

保護事業の実施 

継続 継続 

 

（３）連携体制の構築 

  潜在化している生活困窮者※を早期把握・発見し、自立相談支援機関又は生活保護相談窓

口に適切につながるよう、地域資源や関係機関・住民等の参画が得られるような連携・体

制づくりを一層推進していきます。多様化・複雑化する支援ニーズに対応するため、関係

機関との相互連携を進めながら相談者本位の円滑な支援が進められるよう、分野・横断的

な相談支援体制の構築が求められています。 

  また、様々な地域資源や関係機関との着実な連携強化による「顔の見える関係づくり」

を進め、必要に応じてアウトリーチ※を行うなど、生活困窮者※の早期把握・発見に向けた

積極的な地域への取り組みを図っていきます。さらに、生活困窮者※が抱える多様かつ複合

的な課題の解決に向け、庁内関係所管や地域の関係機関とのネットワークを構築し、適切

な役割分担のもと包括的な支援を行っていきます。 
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＜計画事業＞ 

①生活困窮者※支援のための庁内連携の推進・強化【新規】（生活福祉課） 

 庁内関係所管による連携会議を定期開催し、生活困窮に関する問題を共有するとともに、

制度を関係所管に周知し、生活困窮者※の早期把握・早期支援につなげます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・効果的かつ円滑な制度の実施に

向けた関係所管・関係機関との

連携 

・生活困窮者※庁内連携会議の開催 

・関係会議における制度の周知・

連携の構築 

・生活困窮者※庁内連携会

議の継続開催・充実 

・相談窓口職員に対する

福祉視点に立った基礎

研修の実施 

継続 

 

②地域資源や関係機関等の参画による連携への推進【新規】（生活福祉課） 

 潜在化している生活困窮・要保護者については、適切な相談支援につなげていけるよう、

地域における生活困窮者※支援のネットワークに積極的に参画し、地域の様々な資源や関係機

関との着実な連携強化に取り組んでいきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

関係の会議（民生委員・児童委員、

介護事業者、地域包括支援センタ

ー等）における制度の周知・連携

の構築 

「顔の見える関係づく

り」「相互連携」に向けた

協議及び意見交換会の実

施 

継続 

 

（４）生活困窮者支援の広報・周知の充実 

  生活困窮者※は、自らが SOS を発することが難しい場合もあります。生活困窮者※支援

制度の広報・周知の工夫や、相談しやすい場の環境づくりにより制度の利用促進を図って

生活保護からの脱却など、経済的な自立を含めた個々の生活課題の解消に向けた支援を着

実に進める必要があります。地域で支援を必要とする人の早期把握・早期支援に向けて、

生活困窮者※自立支援制度や生活保護制度を積極的に広報・周知していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①広報媒体配置場所の工夫等による広報の充実【新規】（生活福祉課） 

 リーフレット等を配置する場所の工夫、ホームページの掲載内容の見直しなどにより、よ

り効果的な事業広報・周知活動を促進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

生活保護制度及び生活困窮者※自

立支援制度の広報・周知 

・ライフライン事業者を

はじめ公衆浴場・医療

機関等への新たな周知

先の確保及び効果的な

事業の広報・周知 

継続 
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・ホームページの掲載内

容の充実 
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４ 子育ち・子育てへの支援 

 

 

子どもの権利を尊重し、子どもが自らの意思で成長していく「子育ち」を支えるまちの実

現を目指し、一人ひとりの子どもが大切にされるよう、また、意見の表明や活動への参加等

の権利が尊重されるよう、区では平成 17年 12月に「目黒区子ども条例」を制定しました。

条例の趣旨が生かされるよう、普及・啓発に取り組むとともに、小学生や中高生による活動

など、子どもの参加を進めています。 

平成 27年 4月から本格施行された「子ども子育て支援法」などに基づく「子ども・子育

て支援新制度」では、区市町村に、現在の子育て支援サービス等の利用状況や今後の利用希

望に関する区民ニーズを調査し、地方版子ども・子育て会議の意見を聴きながら、子ども・

子育て支援事業計画を策定し、保育園における待機児童の解消など乳幼児期の教育や保育、

子育て支援の充実を計画的に進めることとしています。 

区では、子どもに関する施策を総合的に展開するため、平成 27年 3月に目黒区子ども総

合計画を改定し、毎年度、計画に掲げた各事業の進捗状況を検証しながら、取り組みを進め

ています。 

平成２９年 4月からは利用者支援事業として、次代を担う子どもたちや子育て家庭が安心

して暮らすことができる地域をつくるため、妊娠期から出産・子育て期にわたって安心して

子育てができるよう切れ目のない支援をめざし、出産・子育て応援事業「ゆりかご・めぐろ」

を開始するとともに、子育てに関する不安や悩みの総合相談窓口を「ほ・ねっとひろば」内

に開設しました。子ども・子育て支援事業計画と利用者支援事業は、地域の子育て家庭にと

って適切な施設・事業の利用を実現するための車の両輪とされています。 

子どもの生命をも脅かす重大な人権侵害である児童虐待は増加傾向にあります。虐待の原

因の一つとして、保護者の育児に対する不安や負担感、地域や社会からの孤立感が指摘され

ています。区では、子ども家庭支援センターを中心に関係機関との連携を強化し、虐待防止

に向けた取り組みを進めています。 

障害のある児童とその保護者への支援を強化・推進するために、平成２８年に障害者総合

支援法及び児童福祉法が一部改正され、障害児支援の提供体制を総合的・計画的に確保する

市町村障害児福祉計画の策定が義務付けられました。 

 

 

 

未来を担う子どもたちがいきいきと成長し元気に過ごすことができるようにするためには、

目黒区子ども条例の趣旨を学校教育や家庭・地域など、子どもたちのあらゆる生活の場面で

生かされるよう、継続的に子どもの権利尊重の理念を深めていくことが必要です。 

核家族化や高齢化、地域での人間関係の希薄化などにより、子育てに不安や孤立感を覚え

る家庭も少なくありません。また、仕事と子育てを両立できる環境が必ずしも十分ではない

など、子どもや子育てをめぐる環境には様々な問題が表れてきており、子育てをしやすい社

会にしていくために、国や地域を挙げて、子どもや家庭を支援する新しい支え合いの仕組み

を構築することが求められています。 

区では、喫緊の課題である保育所待機児童対策として、平成３２年 4月の時点での待機児

童解消に向けて平成２９年度に「新たな保育所待機児童対策の取り組み方針」を策定しまし

た。この方針に基づき、多様な生活態様や働き方に合わせた保育サービスの充実と保育所待

現 状 

課 題 
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機児童の解消に向けた着実な取り組みが求められています。同時に、疾病や介護・看護など

を理由とする緊急一時保育の需要への対応や、幼稚園・保育園・認定子ども園等、就学前施

設における障害児保育の充実に取り組む必要があります。 

地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生

きがいをともに創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向け、地域のかたが

主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや、地域の実情に応じた、制度の縦割り

を超えた柔軟なサービス確保等のための取り組み、医療的ケア※が必要な児童が保健、医療、

福祉、保育、教育、就労等の支援を円滑に受けられるよう、関係機関が共通の理解に基づき

協働する包括的な支援体制の構築が必要です。 

障害のある児童が、ライフステージに沿って、関係機関の連携の下、切れ目のない一貫し

た支援サービスを利用し、地域の保育、教育等が受けられる環境の整備が必要です。障害の

有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できる、地域社会への参加や包容（インクルージ

ョン）の推進と、だれもが安心して子育ち・子育てができるまちづくりに取り組むことが求

められています。さらに、医療的ケア※を必要とする児童が増加する中、就学前及び就学後の

療育体制の整備支援に取り組む必要があります。 

子どもの安全・安心な居場所としての学校施設等の開放や児童館機能の充実、中高生対象

事業の拡大の必要があります。 

 

施策の体系 ４  子育ち・子育てへの支援 

       （１）子育てへの支援 

       （２）多様な保育の充実 

       （３）成長や発達に応じた支援 

       （４）地域における子育ちへの支援 

       （５）子どもの居場所の充実 

 

 

（１） 子育てへの支援 

子育て情報の提供、子どもに関る各種手当の支給、相談や在宅サービスの充実、児童虐

待防止への取り組みや自主グループとの連携等を進め、子育て家庭への支援の充実を図り

ます。 

 

＜計画事業＞ 

①子育て相談機能の充実【継続】（子育て支援課・子ども家庭課） 

子育ての悩みを軽減できるように、関係機関との連携を図りながら子育て相談を受け、助

言や情報提供、支援の紹介を行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

子ども家庭支援センター相談受理

件数 681 件（うち、ほねっとひ

ろば件数 307件） 

（平成 28年度実績） 

継続 継続 

 

 

施 策 
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②母子及び父子福祉資金貸付【継続】（子ども家庭課） 

20 歳未満の子どもを扶養している母子及び父子家庭に入学や修学、技能習得など自立に

必要な資金を貸付けます。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

貸付件数（平成 28年度実績） 

・45件 19,896,000 円 

（父子福祉資金 2 件、540,000

円を含む） 

継続 継続 

 

③子ども医療費助成【継続】（子育て支援課） 

中学卒業までの児童が、医療機関等で健康保険の対象となる診療または投薬を受けた時の

自己負担分（就学前は 2 割、就学後は 3割）を助成します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

対象者 30,３６０人 

（平成29年10月1日現在） 

継続 継続 

 

④私立幼稚園児に対する補助金【継続】（子育て支援課） 

満 3歳～5歳児を私立幼稚園に通園させている保護者に入園料補助及び保育料補助として、

所得に応じた補助金を支給します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

対象児 3,024人 

（平成29年5月1日現在） 

継続 継続 

 

⑤産前・産後支援ヘルパー派遣【継続】（子ども家庭課） 

出産予定日の 1か月前から産後の一定期間、支援ヘルパーを派遣し、育児・家事のサービ

スを提供します。多胎児については、利用時間・期間とも延長します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

新規利用件数（平成 28年度実績） 

264件（うち多胎児 19件） 

継続 継続 

 

（２）多様な保育の充実 

  保育所の待機児童対策については、民設民営の認可保育所整備を中心に様々な手法を活

用しながら保育施設定員の拡大を進めていきます。民間活力の活用を進め、保育園の効率

的な運営と一時保育事業等多様な保育サービスの向上に努めます。 

 

＜計画事業＞ 

①延長保育【数値】（保育課） 

保育園に入園している子どもで、保護者の就労時間の関係で、通常保育時間以降に保育が

必要な子どもを保育します。 
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事業の現況 

（平成 29年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

認可保育所延長保育実施園 

・19時 15分まで実施 

  区立 17園 私立 6園 

・20時 15分まで実施 

  区立４園 私立 16園 

・21時 15分まで実施 

私立 2園 

 

新規開設園で延長保育実施 

平成30年度実施 

・19時15分まで 私立１園 

・20時15分まで 私立1２園 

平成31年度実施 

・20時15分まで 私立14園 

平成32年度実施 

・20時15分まで 私立11園 

平成33年度実施 

・20時15分まで 私立5園 

平成34年度実施 

・20時15分まで 私立4園 

 

②休日保育、年末保育【継続】（保育課） 

保護者の就労等で、日曜日、祝日、年末に保育が必要な子どもを保育します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

中目黒駅前保育園、目黒保育園、

第二ひもんや保育園にて年末保

育を実施 

継続 継続 

 

③認可保育所整備（待機児解消）【数値】（保育計画課・保育施設整備課・保育課） 

認可保育所等の整備により定員の拡大を図ります。国公有地、区有施設等及び賃貸物件を

活用した私立認可保育所の整備に対して、国や都の補助金制度を活用した支援を行い、整備

を進めていきます。 

事業の現況 

（平成 29年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区立 21園 定員 2,223人 

（うち公設民営園3園、定員244人） 

私立 24園 定員 1,788人 

合計 45園 定員 4,011 人 

  （平成 29年 4月 1日現在） 

私立認可保育所等整備 

・平成30年度開設 

新設9園 定員650人 

・平成31年度開設 

新設16園 定員1,050

人（公立園の民営化含む。） 

・平成32年度開設 

新設10園 定員755人 

私立認可保育所等整備 

・平成 33 年度 

新設5園 定員490人 

 

 

④認可保育所整備（区立保育園の民営化）【重点】（保育施設整備課） 

区立保育園の老朽化の課題に対応するとともに、待機児童の解消と保育ニーズの多様化を

踏まえ、区立保育園の民設民営化を進めます。 

平成 25年度から 34 年度の 10年間で 4園の民設民営化を実施します。公設民営園（３

園）については、諸課題を整理して遅くとも平成 34 年度からの民設民営化を目指した検討

を行います。 

事業の現況 

（平成 29年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・平成 29年４月に中目黒保育園の

民営化を実施 

・上目黒保育園の民営化に向けて、

施設整備・運営事業者の決定、施

平成３１年度 

 上目黒保育園 

平成３２年度 

 東山保育園 

平成３４年度 

 鷹番保育園 

平成３３～３４年度 

 公設民営園の民設民営
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設建設準備、保護者説明会を実施 

・東山保育園の民営化に向けて、保

護者説明会を実施 

平成３０～３２年度 

 公設民営園の民設民営

化準備・実施 

化準備・実施 

 

⑤一時保育事業（緊急一時保育・一時保育）【継続】（保育課） 

保護者の疾病やけが等により短期的に保育が必要な児童を、保育園で保育します。また、

家庭で育児にあたる保護者の負担を軽減するため、休養、通院等のために、保育園等で日、

時間単位で児童を預かります。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・緊急一時保育 

区立保育園21園（各園定員１名） 

・一時保育 

区立保育園7園（定員合計21名） 

認証保育園4園（定員合計12名） 

・緊急一時保育 

継続 

・一時保育 

平成 30年度 

私立保育園1園 定員６名 

・緊急一時保育 

継続 

・一時保育 

 継続 

 

⑥病後児保育事業【数値】（保育課） 

保育園等に通っている保育が必要な乳幼児（一時保育を除く）が「病気の回復期」にあっ

て集団保育が困難な時期に、専用施設で一時的に預かり、保育を行います。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

北部地区 1施設 定員 4名 

中央地区 1施設 定員 4名 

西部地区 1施設 定員 4名 

・平成 30 年度 

1施設 定員 4名 

・平成 31 年度 

 １施設 定員４名 

継続 

 

 
（３）成長や発達に応じた支援 
  障害のある子どもに対して、児童発達支援センターにおいて、発達を促すための療育や

相談事業を充実します。また、医療的ケア※を必要とする障害児等の就学前及び就学後の療

育体制の整備支援に取り組みます。 

 

＜計画事業＞ 

①医療的ケア※が必要な児童等への支援【新規・重点】（障害福祉課）        再掲 

 医療技術等の進歩を背景として、医療的ケア※が必要な児童が増加する中、医療的ケア※児

及び重症心身障害児が地域で必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健・医療・福

祉・教育等の関係機関の連携を推進するとともに、就学前及び就学後の療育体制の整備を図

ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

未実施 ・医療的ケア※児支援のた

めの保健・医療・福祉・

教育等の支援関係機関

による協議会の設置 

医療的ケア※児及び重症

心身障害児を対象とした

放課後等デイサービス事

業（就学児）の支援 
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・医療的ケア※児及び重症

心身障害児を対象とし

た児童発達支援事業

（未就学児）の支援 

 

②児童発達支援センター機能の充実【重点】（障害福祉課）            再掲 

 医療的ケア※が必要な児童の増加による、支援の充実を図るため、児童発達支援センターの

相談支援機能を強化するとともに、幼児期の療育体制の拡充を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・相談部門「ひまわり」では、中

核的な相談機関として切れ目の

ない相談支援の機能を拡充 

・療育部門では、療育機能の拡充 

相談部門と療育部門の連

携を強化し、増加する医

療的ケア※が必要な児童

への支援を充実 

継続 

 

（４）地域における子育ちへの支援 

  子育て家庭の孤立化を防ぎ、すべての子どもが地域の中で安心して健やかに育つよう、

様々な機関が協力してネットワークを構築し、地域における子育ちの支援を進めます。 

子ども条例に基づく、子どもが自ら相談できる「目黒区子どもの権利擁護委員制度」の

啓発を図り、いじめや虐待、様々な悩みへの相談、子どもの権利侵害に対応していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①子育てふれあいひろば事業【重点】（保育課・子育て支援課） 

0～3 歳の子育て家庭を中心に、つどいの広場を提供しながら、保護者同士が子育てに関

する情報の交換を行ったり、子育て相談や子育てサークル等の支援を行うことにより子育て

家庭の交流を推進します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・区立保育園 6 園（菅刈、第二上

目黒、目黒、原町、第二ひもんや、

八雲） 

・上目黒住区センター児童館 

・平成 30 年度 

 ２か所（ほ・ねっと ひ

ろば、地域団体による子

育てふれあいひろば） 

・平成 31 年度 

 １か所（地域団体によ

る子育てふれあいひろ

ば） 

継続 

 

②乳幼児クラブ・乳幼児のつどい【継続】（子育て支援課） 

児童館や学童保育クラブで、乳幼児とその保護者を対象に子どもや保護者同士が知り合い、

仲間づくりを行っていく場として活動を進めます。活動を通して母親の孤立化を防ぎ、子育

ての不安が解消できるよう取り組みます。 
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事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

児童館 14 か所、児童館未整備地

域の学童保育クラブ６か所で、乳

幼児クラブ・乳幼児のつどい・ベ

ビー（乳児）活動を通年実施 

平成 30 年度開設予定の

平町児童館、平成３２年

度開設予定の旧法務局目

黒出張所跡地において乳

幼児活動を開始 

継続 

 

③子どもの権利擁護委員制度【継続】（子育て支援課） 

「目黒区子ども条例」に基づき、子どもの権利擁護委員を設置しています。子ども本人やそ

の関係者から相談を受け、救済の申し立てや子どもの権利侵害について解決を図ります。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・電話相談件数 75件 

・子どもの権利擁護委員との面談件

数 24件 

（平成 28年度実績） 

継続 継続 

 

 

（５）子どもの居場所の充実 

  子どもたちが安全に遊び、自主性や社会性を身に付け、年齢の違いを超えて交流できる

場所として、多様なスタイルに対応した、安全・安心に過ごすことのできる様々な居場所

づくりが求められています。 

児童館未整備地区への対応として、区有施設や国公有地の有効活用の実現性について調

査・検討を行い、旧平町エコプラザ跡施設及び旧法務局目黒出張所跡地において、児童館

を整備していく方向性となりました。移動児童館や出張児童館の事業については、引き続

き実施していきます。 

児童館拡充整備及び学童保育クラブの需要増への対策を着実に推進するために、改めて

区内の国公有地や区有施設等における活用について検討していくこととし、新たに整備す

る学童保育クラブは、１年生から６年生を対象に午前８時から午後７時までの保育を行う

計画を進めていきます。 

あわせて、保護者の就労の状況に関わらず、全ての子どもたちが安心・安全に過ごせる

場所として、放課後フリークラブ事業（ランドセルひろばと子ども教室）を推進していく

とともに、学校施設等を開放します。 

 

＜計画事業＞ 

①児童館における中高生の居場所の拡大【継続】（子育て支援課） 

中高生が中心に利用する時間帯、スペースを設けることや、児童館運営ボランティア、中

高生を対象にし、事業への積極的参加を促します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・中央町児童館 

 中高生スペースの整備 

 開設時間延長実施 

継続 

・平町児童館３０年度開

設、旧東京法務局目黒出

継続 
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・中高生が占有利用できるスペー

スや利用時間を設け対応 

張所跡地３２年度開設予

定に向け、中高生が利用

しやすい児童館を目指

し、活動スペースの工夫

や利用時間の拡大を検討 

 

②障害のある児童への居場所の提供【継続】（子育て支援課）           再掲 

児童館において、障害のある児童が参加しやすい事業を実施します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

各児童館において障害のある児童

の居場所として「あそびのつどい」

を実施 

継続 継続 

 

③学童保育クラブ【継続】（子育て支援課） 

放課後の保育を必要とする小学校１年生から３年生までの児童を対象に、保護者の就労な

どにより保育をする人のいない家庭に代わって保育を行っています。 

事業の現況 

（平成 29年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・設置数 

区立 18 か所（定員 885人） 

民営８か所（定員 340人） 

・在籍人数 1,691人（平成 29年

4月現在） 

・継続 

・平成 30 年度開設予定：

平町学童保育クラブ烏

森住区センター児童館

第二学童保育クラブ 

・平成 31 年度開設予定： 

五本木二丁目（仮称）

学童保育クラブ 

・平成 32 年度開設予定： 

旧東京法務局目黒出張

所跡地学童保育クラブ 

継続 

 

④学童保育クラブにおける障害のある児童の保育【重点】（子育て支援課）      再掲 

障害のある児童の放課後の居場所づくりと保護者への就労支援とを図るため、学童保育ク

ラブで、安心・安全に過ごせるよう保育を行います。 

事業の現況 

（平成 29年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

障害児等の保育を実施 継続 継続 

 

⑤放課後フリークラブ【継続】（生涯学習課） 

放課後の校庭を活用して子どもの安全安心な遊び場を提供する「ランドセルひろば」と、

放課後や学校休業日に学校施設等において、地域の人材を活用して子どもに様々な体験の機

会を提供することにより、子どもの自主性、創造性、社会性を養う「子ども教室」の事業を

行います。 
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事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・ランドセルひろば   区立小学校  22 校 

・子ども教室   15小学校区 

継続 継続 

 

⑥学校開放【継続】（スポーツ振興課） 

学校ひろば、プール開放等を実施し、子どもの居場所を確保します。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・学校ひろば 

 小学校 22校、中学校２校実施 

・プール開放 小学校８校実施 

継続 継続 

 

 


