
目黒区子ども総合計画
〔平成 22 年度～平成 26 年度〕

平成 22 年度事業実績及び事業評価

平成２３年６月





「 基本目標別計画 」中の見かた （次頁以降）

○ 計画期間（平成22年度から26年度）に実施する主な事業内容及び推進事項を記載しています。

○ 【評価指標】…利用者の立場からとらえた具体的な効果や効用を基準とする指標

ⅰ） 「現状」は平成20年度に実施した子育ての現状を把握するため実施した調査結果の

数値を記載しています。

ⅱ） 「目標」は、特に記載がない場合は、平成26年度の目標を記載しています。

○ 【主な事業】…各欄の見かた

「事業名」欄…

ⅰ）事業番号は、目標番号と目標中の項目ごとに番号をつけてあります。

［例］ 事業№1102 の左２桁は、基本目標１、項目（１）の事業を指します。

右２桁は、事業一覧表への出現順の番号です。

ⅱ）新規事業、拡大事業、充実事業、拡充事業は、事業名を太字にしています。

「計画目標」欄…

平成22年度から26年度に実施する計画目標を記載しています。また、目標指標として、今後継続的に執

行管理をしていくものについて、年度ごとの目標を記載しています。

ⅰ）用語の定義

①「新規」… 新規に実施するとき

②「継続」… 事業が量的・質的に現状と変わらないとき

③「拡大」… 量的に増加するとき

④「充実」… 質的に充実するとき

⑤「拡充」… 量と質の両方が増大するとき

⑥「検討」… 検討のとき

ⅱ）実 は、実施計画事業



基本目標Ⅰ 子どもの権利を尊重する

（１）子どもの権利の尊重

現 状

区では、「人権と平和の尊重」を基本理念の一つに掲げ、人権と平和を尊重する社会の実現を目指してい

ます。

平成17年12月には、「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえ、子どもの権利に関して「目黒区子

ども条例」を制定しました。そして、子どもの参加や意見、自主性や権利が尊重される行政運営に努めてい

ます。各方面で子どもの権利に関する啓発や学習機会の提供に取り組んでいますが、児童虐待やいじめなど、

子どもの権利侵害が起きています。

平成20年１月に設置した「子どもの権利擁護委員制度」を始め、不安や悩み、児童虐待やいじめなどの

子どもの権利侵害を予防・救済するための相談体制を整備して、支援ネットワークを推進しています。

課 題

○目黒区子ども条例の普及啓発を努めるとともに子どもの権利尊重の意識向上に努めることが求められてい

ます。特に、保護者や地域を対象として、子どもの人権に関する啓発や学習を深めることが求められてい

ます。

○「子どもの権利擁護委員制度」の啓発や充実を図り、子どもが気軽に相談できるよう、「めぐろ はあと

ねっと（※）」の利用しやすい仕組みづくりが求められます。

○一人ひとりの子どもに人権尊重の理念を定着させ、豊かな人間性と思いやりの心を身につけた子どもをは

ぐくむ教育の推進が求められています。

施策の方向

○「目黒区子ども条例」の基本理念に基づき、子どもを権利行使の主体としてとらえ、いじめや児童虐待等

子どもを人権侵害から擁護するとともに、子どもの参加や意見表明等子どもの自主性が尊重されるよう、

必要な施策を推進していきます。

○心の問題、いじめ・虐待などの悩みや子どもの人権侵害についての相談を受ける「子どもの権利擁護委員

制度」の啓発や充実を図ります。

○「めぐろ学校教育プラン」に基づき、人権教育の推進、道徳教育の推進や自然宿泊体験教室、ボランティ

ア体験活動等の推進、読書活動の充実、伝統と文化に接する機会の充実など、心豊かな子どもをはぐくむ

ための教育を推進していきます。



基本目標Ⅰ 子どもの権利を尊重する

【評価指標】

指標 現状 目標

子ども条例の周知度（就学前保護者） 34.7％ 45％

「めぐろ はあと ねっと」 の周知度（就学前保護者） 22.1％ 35％

【主な事業】

事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№1101〕

平和の特派員広島

派遣

（総務課）

子どもたちが命や平和の尊さについて学び考

え、地域社会の一員として平和な社会の構築

に参加する契機となるように、小・中学生を

広島へ派遣する。

また、小・中学生の体験報告を一般区民に周

知することによって、併せて区民の平和に対

する意識の高揚を図る。

継続

［22～26年度］

小学生18人

中学生10人

小学生１７名

中学生１１名

計２８名派遣

【評価】1．2．3．○4
【今後の課題】

今後も未来を担う子どもた

ちに平和の尊さについて学ぶ

機会を提供していく。

〔事業№1102〕

子ども条例の普及・啓発

（子ども政策課）

子どもの人権施策を一層推進することによ

り、目黒区の未来を担う子どもたちが、いき

いきと元気に過ごせるまちの実現を目指す。

継続 子ども条例パンフレットの配

布と講座の開催

子ども条例啓発カレンダーを

子どもの絵を公募し作成配布

した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

子ども条例のパンフレットを

引き続き作成し、よりいっそ

うの周知を図る。

子ども条例カレンダーの作成

と配布を引き続き行い普及を

図る。

〔事業№1103〕

子どもの権利擁護

委員制度の普及

「めぐろ はあと ねっ

と」

（子ども政策課）

子どもの権利侵害について、第三者機関とし

て子どもの権利擁護委員制度を開設し、子ど

も本人等による申立てを受け解決を図る。制

度の普及・啓発を行い、子どもの権利侵害へ

の対応を図る。

継続 電話相談員が子どもや保護者

などからの相談を聴き、十分

に受け止め、一緒に考えた。

希望により子どもの権利委員

との面談を行った。

相談件数：231件

21年度、165件から見ても

増加傾向にある。

委員面談：16件

申し立て件数：0件

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

相談を真摯に受け止め対応す

る。また、住区センター等に

ポスターを掲示するなどして

広く区民に周知していく。



事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〈人権政策課〉

人権オープンスクール

（小･中学校各1回）

小・中学生人権啓発標語作品

展 （私立を含む３３校９，

９８２人参加）このほか、人

権擁護委員が人権教室などの

啓発活動を実施した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

〈教育指導課〉

実施

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

新学習指導要領の内容に基づ

いて人権教育全体計画、人権

教育年間指導計画の見直し、

同和問題に関する人権学習の

推進

〔事業№1104〕

人権教育

（人権政策課、教育指導

課、生涯学習課）

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。

継続

〈生涯学習課〉

『メディアよみとき塾』、

『外国人とともに暮らす

街』、『江戸歌舞伎の事件

簿』、『世界の子どもたち』

の４講座（１５回）を実施し

た。参加者計１２０人。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

様 な々人権問題を取り上げた

講座を実施する必要がある。

〔事業№1105〕

スクールカウンセラーの区

立学校派遣

（めぐろ学校サポートセン

ター）

いじめ、不登校等の問題を解決するため、学

校、保護者、教育委員会、民生・児童委員、

主任児童委員が連携した一体的な対応の拡充

を図る。また、心の悩みや不安に応えるた

め、「スクールカウンセラー」を配置する。

（区立小学校へは区が派遣。区立中学校へは

都が派遣。）

継続 区立全小・中学校へスクー

ルカウンセラーを週1回派

遣したほか、緊急時には学

校長の要請に基づき、要請

派遣を行った。

スクールカウンセラーの延

べ相談件数

小学校 12,734件

中学校  4208件

【評価】１．２．③．４

【今後の課題】

派遣回数・時間数の増が

課題である。

〔事業№1106〕

スクールソーシャルワーカー

（ＳＳＷ）の設置

（めぐろ学校サポートセン

ター）

スクールソーシャルワーカーを区立学校に派

遣し、子どもを取り巻く様々な環境などに起

因した、不登校等の課題に関し、スクールカ

ウンセラーや福祉も含めた関係機関と連携し

ながら解決を図る。

新規 平成22年度途中からスクー

ルソーシャルワーカーを設置

し、区立学校に派遣を開始し

た。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

学校に対しスクールソーシ

ャルワーカー配置の狙いや具

体的運用方法について周知を

図る必要がある。

〔事業№1107〕

長期欠席児童・生徒への学

習支援

（めぐろ学校サポートセン

ター）

長期欠席の児童・生徒一人ひとりの状態に応

じた指導・援助を行い、自立の力をつけ、集

団生活への適応を図るとともに、学校復帰を

目指す学習支援教室を運営する。また、不登

校児童・生徒の自宅へ「メンタルフレンド」

を派遣し、話し相手や相談相手になり、一緒

に遊ぶ等のふれあいを通して自分自身を見つ

めさせ、人と社会とのかかわりを促すことを

目的としたメンタルフレンド事業を行う。

継続 ・学習支援教室「めぐろエ

ミール」の開室（開室日：

週5日、時間：午前9時半

～午後3時（水曜日は午前

12時まで））

通級児童・生徒31名

指導体制 10名

相談・学習・体験の各活動

を行った。

・メンタルフレンド

6名（小学生3名・中学生3

名対象）を派遣した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

継続して「めぐろエミー

ル」に通級する児童・生徒

がおり、継続者の減少を図

ることが重要である。ま

た、特別な支援を必要とす

る児童・生徒の通級があ

り、特別支援教育支援員と

の連携が必要である。



基本目標Ⅰ 子どもの権利を尊重する

（２）子どもの参加の推進

現 状

「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえて平成17年12月に制定した「目黒区子ども条例」は、子

どもが自分にかかわりのあることについて意見を述べたり、様々な活動に参加できることを定めています。

区では、子どもにかかわる施策や事業を進めるに当たって、例えば、小学生による小学生のためのキッズ

レポートや、中高生のための中高生による目黒区の紹介冊子の作成など、子どもの参加を進めています。

また、児童館では、子ども会議を開催して子どもの意見を反映した児童館運営に努めている児童館が増え

ています。

課 題

○子どもの参加意欲を尊重し、また社会性や自主性をはぐくむために、子どもの成長過程に応じて、自分の

意見を表明する場や参加する機会を保障していく必要があります。

○子どもが自らの意思でいきいき成長していくためには、自分の持てる力に気づいて、これを培っていける

よう、子どもが様々な場で様々な経験を積むことができる環境整備が必要です。特に、子どもが社会の一

員としての責任感や、自己決定力、他人とのコミュニケーション力などをはぐくむことができるよう、児

童館を始めとした行政の各分野において、子どもの参加する機会や場の提供が求められます。

○子ども自身が社会の一員としての責任感や自己決定力、他人とのコミュニケーション力などをはぐくむた

めに、行政のみならず、地域や家庭等で子どもの参加する機会や場の提供が増えるよう取り組むとともに、

家庭、学校、地域等の中で子どもの意見を尊重するよう、大人への啓発やトレーニングプログラムの活用

等を進める必要があります。

施策の方向

○「目黒区子ども条例」の基本理念に基づき、子どもの参加や意見表明等子どもの自主性が尊重されるよう、

子どもの権利を守るために必要な施策を推進していきます。

○子どもに係る施策の推進や施設の整備については、子どもの視点を取り入れることができるよう、子ども

の参画の仕組みづくりを検討しその実現に取り組むとともに、参加の具体的方法を工夫し、より実効性あ

るものに改善を図りながら進め、子どもの参加や意見表明の機会を確保していきます。

○家庭、学校、地域の中で大人が子どもの参加や子どもの意見を聴くことについて、理解を深めるための啓

発やトレーニング等を実施します。

【評価指標】

指標 現状 目標

大人に対して子どもが意見を言うことができると思う子ど

もの割合
68％ 75％



【主な事業】

事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№1201〕

中高生の社会参加事業

（子育て支援課）

「めぐろう」編集発行作業の過程で様 な々人

と出会い他人とのコミュニケーション力を身

につけていく。

ものづくりを体験することで社会性を育むと

ともに参加者同士が支えあう関係づくりを進

めていく。

継続 「めぐろう」第３号の発行に

向け編集員の募集をし、３月

に８千部を発行

区内公私立中学校・高校、児

童館、図書館、美術館に配付

した。

【評価】1．2．3．○4

【今後の課題】

継続して実施する。

〔事業№1202〕

キッズレポート

（子ども政策課）

子どもが自ら関心があることや地域情報等に

ついて取材し、子育て情報ポータルサイト

「めぐろ子ども・子育てネット―みんなで育

てるまち―」に記事を掲載する。

継続 キッズレポーターを公募し、

キッズ会議を年に10回開催

し、子育てポータルサイトに

記事を掲載した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

子どもの視点から興味関心を

引き出し、子どもが主体にな

り行えるようにしていく。

〔事業№1203〕

子ども世論調査（仮称）

（子ども政策課）

区政やまちづくり、子どもの人権についてな

ど子どもの意見や実態を把握し、区政に活か

す。

新規 調査は、区内在住の満11

歳、14歳、17歳の各年齢

1000人を対象とし、22年

11月に郵送方式で実施し

た。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

調査結果については、関係所

管等で活用していく。

〔事業№1204〕

ティーンズミーティングの開催

（子ども政策課）

子どもに関連した施策に子どもの意見を反映

させるため、子ども総合計画改定に合わせて

ティーンズミーティングを開催する。

新規 児童館で実施している子ども

会議実施時に、中高生を対象

としたティーンズミーティン

グの開催

1回 21名参加

【評価】1．②．3．4

【今後の課題】

ティーンズミーティングのテ

ーマについて、事前に周知で

きると、もっと活発な意見交

換ができると思われる。



基本目標Ⅰ 子どもの権利を尊重する

（３）児童虐待の防止と対応

現 状

虐待通告の件数は、全国的に増加しています。基礎調査では、子育ての辛さや不安感を解消するために必

要な支援として「保育サービスの充実」「子育てしやすい住居、まちの環境面での充実」「地域における子

育て支援の充実」が上位にあげられており、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

の強さ、地域や社会からの孤立感が指摘されています。

保健予防課・碑文谷保健センターでは、母親の会や育児学級などの場において、育児に対する不安を和ら

げるための情報提供や相談を行っています。児童館、保育園、子ども家庭支援センターで実施しているひろ

ば事業などでは、子育て家庭の交流の場の提供や事業を通して同年代の親子が交流することで子育ての孤立

感や不安感を和らげるとともに、育児相談に応じています。

子ども家庭支援センターでは、子どもや子育て家庭の幅広い相談に応じるとともに、児童虐待の通告・相

談の窓口になっています。地域を含む関係機関による子どもを守るネットワークとして、平成18年７月に

「目黒区要保護児童対策地域協議会」を設置し、民生・児童委員、主任児童委員、各施設、児童相談所等が

連携し要保護児童及び家族への支援、見守りを行っています。また、平成21年には「めぐろ児童虐待防止

マニュアル」を改訂し、関係者の連携・協力体制の強化を図っています。

課 題

○児童虐待は、保護者本人や家族からの相談のほか、幼稚園・保育園・学校からの通報、近隣の人の相談か

ら発見されることが多い傾向にあります。しかし、実際に虐待を受けている子どもが相談してくることは

まずありません。児童虐待を早期に発見するための仕組みを充実していく必要があります。

○虐待が発見された後の、被虐待児の保護と親への心のケア体制の整備が必要です。また、虐待により親子

分離した子どもが安心して親のもとで暮らすことができるよう、親子の良好な関係を取り戻すための支援

が求められています。

施策の方向

○学校、児童館、保育園、幼稚園、保健所、医療機関、民生・児童委員、主任児童委員やＮＰＯと連携・協

力して、早期発見のためのネットワークを構築します。そのための人材育成に努めます。また、乳幼児が

いる家庭への訪問、乳幼児健診、育児教室、子育てひろばなどの事業の充実や、一時保育の受け入れの拡

大などにより、子育てに係る不安や負担感を和らげ、産後うつの発見と相談に応じるとともに、必要に応

じて育児支援を行い、児童虐待を未然に防ぎます。

○被虐待児の受け入れ先を整備すると同時に、子どもとその親への心のケアを進め、児童虐待発生後の保護

体制の充実を図ります。



【評価指標】

指標 現状 目標

大人が子どもへの暴力を肯定する割合（中学生） 32％ 25％

【主な事業】

事業名 事業概要
計画目標

[22～26年度]
22年度実績

22年度実績への評価

１ 達成していない

2 あまり達成できていない

3 ある程度達成した

4 達成した

〔事業№1301〕

児童虐待の予防

（子ども政策課）

各種子育て相談事業や子育てひろば事業な

ど、各種子育て支援事業と連携しつつ、児童

虐待予防を図る、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）を実

施する。

継続 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）を2回実施した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

参加が可能な人数が限られて

しまうため、実施回数等の検

討。

〔事業№1302〕

児童虐待防止の啓発

（子ども政策課）

児童虐待の早期発見と予防を呼びかける広報

活動を行う。また、被虐待児童を家庭に代わ

って養育する制度の一つである養育家庭につ

いても理解を働きかける。

継続 主任児童委員部会等をとおし

て、児童虐待の早期発見と予

防を呼びかけた。また、駅頭

キャンペーンを実施した。

【評価】1．２．③．4

【今後の課題】

養育家庭の理解促進への働き

かけの方法。

〔事業№1303〕

児童虐待通告・相談窓口の充

実

（子ども政策課）

児童虐待について早期発見をするための意識

啓発や児童虐待通告窓口の周知を図るととも

に、発見した場合は適切に対応できるよう、

窓口体制の強化と職員の対応スキルの向上を

図る。

充実 児童虐待についての意識啓発

や通告窓口の周知を図るとと

もに、発見した場合は適切に

対応できるよう児童相談所へ

の研修等、職員の対応スキル

の向上を図った。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

個人情報保護への配慮のあり

方。

〔事業№1304〕

要保護児童対策地域協議会

の運営

（子ども政策課）

子どもを守る地域ネットワークを目的とし

て、子どもにかかる関係機関、地域による要

保護児童対策地域協議会を設置。虐待を含む

要保護児童への支援や対応を関係機関の連携

で行う。

継続 虐待を含む要保護児童への支

援や対応を関係機関の連携を

行った。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

関係機関の連携と各種会議の

必要性についての検討。

〔事業№1305〕

養育困難家庭への支援

（子ども政策課）

虐待家庭等への見守りサポートや子育てパー

トナー派遣事業の実施等を通じて、養育困難

家庭等を支援する。

継続 見守りサポートや子育てパー

トナー派遣事業等の実施によ

り、養育困難家庭等を支援し

た。

見守りサポート 2件

子育てパートナー派遣

218時間

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

養育困難家庭への周知の方

法。




