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（１）ワーク・ライフ・バランスの推進

現 状

基礎調査では、95％近くの方が子どもの身の回りの世話をしているのは主に母親と回答しています。また、

父親の帰宅時間がいつも10時以降と回答している人が、就学前児童保護者では40％を超えており、父親

の育児参加がしにくい状況になっていることが伺えます。一方、育児休業制度を利用しなかった人は

68.3％を占め、理由として「育児休業制度がない」「制度はあるが、職場の状況から取得できない」が約

70％となっているなど、育児休業がとりにくい状況があります。

区は、ワーク・ライフ・バランス（子育てと仕事の調和）が実現できるよう、男女がともに協力して子育

てがしやすい環境づくりや働き方に応じた保育園や学童保育クラブ等の保育サービスの提供を行っています。

また、保健予防課・碑文谷保健センターでは、これから出産を迎える夫婦を対象として父親の役割・育児

について講習を行う「パパの育児教室」を実施しています。

このうち、認可保育園では、保護者の就労、疾病等の理由により保育に欠ける乳幼児を保護者の委託を受

けて、約2,400人を受託しています。保育時間は、保護者の就労等の事情に応じて午前7時15分から午

後6時15分まで、さらに区立19園、私立１園では午後7時15分まで、区立２園、私立２園では午後8

時15分までの延長保育を実施しています。また、その他に家庭福祉員制度や、都独自の基準による認証保

育所、認可外の保育室が利用されています。

しかし、現下の厳しい景気状況により、保育園に子どもを預けて働きたいという世帯が増えたことにより、

保育需要は増大し、待機児童数が急増しています。

学童保育クラブについては、地域ごとに入所希望者数と学童保育クラブの定数に差があり、定数に空きが

ない場合には、近隣の学童保育クラブへの入所を紹介したり、児童館のランドセル来館事業の活用をお願い

している場合もあります。また、入所児童数の増加に対応するため、学童保育クラブの増設を進めるととも

に可能な限り受け入れ児童数を増やしていくため、これまでの保育実績と国基準（70人定員、一人当たり

1.65㎡）を参考に定数を見直し、受け入れ枠を1,340人から1,472人に拡大したことにより、現状では学

童保育クラブの待機児童数は０となっています。

課 題

○保育所の待機児童の解消を早期に実現する必要があります。

○学童保育クラブの入所希望の増加が予測されることから、増設により対応していく必要があります。

○男女がともに仕事の責任を果たしつつ、家庭生活の責任を担うためには、仕事と家庭生活の調和が取れた

生活へと「働き方」を見直していく必要があります。そのため、仕事優先の意識や固定的性別役割分担の

意識など、様々な要因を解消させていく必要があります。

○パパの育児教室は休日に開催し好評を得ていますが、育児への父親参加をさらに促す上からも事業の充実

が必要です。



施策の方向

○保育所の待機児童の解消を目指します。認可保育園だけではなく、認証保育所など地域の保育資源を活か

して多様な保育サービスを提供していきます。多様な保育サービスを提供するために、保育園の公設民営

化等を進め、効率的な運営に努めます。

○児童数の動向、施設の状況等を勘案し、地域の保育需要に応じて学童保育クラブの整備を進めます。

○男女がともにその個性と能力を発揮し、互いに支えあいながらその意欲や希望にそって家庭生活と社会生

活を両立させることができるよう、「目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例」に基づいた施策

を充実させ子育て支援を推進していきます。

○パパの育児教室をさらに充実させ、男女の協力による育児を支援していきます。

○待機児童の解消を踏まえつつ、育児休業制度の普及に向けた、保育所入園の事前申込制度の創設を検討し

ます。

【評価指標】

指標 現状 目標

保育所待機児 144人 ０人（※）

※ 保育所待機児ゼロについては、10か年の目黒区基本計画（平成21年10月策定）の成果指標とし

て掲げられています。目黒区基本計画の補助計画である目黒区子ども総合計画では、緊急性が高いこと

から達成年度を平成26年度とし、以後待機児ゼロを継続することを目標としています。
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【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№3101〕

学童保育クラブの整備

（子育て支援課）

学童保育需要の高い地域に対応するため、民

間活力により、学童保育クラブを新設し、子

どもの居場所の確保と放課後の健全育成を図

る。

●配置基準

公立、私立を合わせて原則として住区ごと

に１か所整備するが、地域の需要実態によ

って適正配置を行う。

●標準規模

定員50人

●建物

児童館併設 100㎡

単独 200㎡

●機能

遊び、生活、学習の場、地域の

子育て活動など

拡大

●26年度末受入可能

数

公設公営1,233人

公設民営 152人

民設民営 393人

計 1,778人

●26年度末整備数

公設公営 20か所

公設民営 3か所

民設民営 7か所

計 30か所

学童保育需要の高

い地域に整備

【22年度】

中央町児童館・保

育クラブ(新設)

（受入可能数66人）

【23年度】

整備（民設民営）

1か所（受入可能

数60人）実

【24年度】

整備（民設民営）

1か所（受入可能

数60人）実

【26年度】

整備（民設民営）

2か所（受入可能

数120人、うち

60人実）

【22～26年度整備

量】

●受入可能数

公設公営 ※0人

公設民営   66人

民設民営 240人

計 306人

●整備数

公設公営※1か所

公設民営 １か所

民設民営 ４か所

計 6か所

①中央町児童館・学童保育

クラブを新設した。

②２３年度に民設民営（区

が委託）による学童保育ク

ラブを開設するため、募集

期間を延長して事業者募集

を行ったが、地域性から物

件が少なく、事業者の応募

には至らなかった。

【評価】1．2．○3 ．4

【今後の課題】

24年度に向けて、関係所管

課と調整を図りながら、中根

小学校敷地内に新たに建物を

建築し、移転することによ

り、施設の規模の拡大を図

り、８０名程度まで児童の受

入れ可能枠の増加を図る計画

を進める。



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№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）

定員内で3名まで障害をもつ子どもを受け

入れる。

継続。 継続

受入れ人数 33人

【評価】1．2．3．○4
【今後の課題】

継続して実施する。

〔事業№3103〕

延長保育

（保育課）

入所している子どもで、保護者の就労時間の

関係で、通常保育時間以降に保育に欠ける子

どもを保育する。

拡充

24年度（区立４園

で、20時15分ま

での延長保育実

施）

20:15まで拡大
区立３園（八雲・目

黒・中目黒駅前）

※ 22年度は中目黒駅前で

新規実施

【評価】1．2．3．④

計画通り実施した。

【今後の課題】

計画上での残り1園の実施を

目指す。

〔事業№3104〕

家庭福祉員制度

（保育課）

就労等で保育に欠ける３歳未満の子どもの保

育を、区の認定した家庭福祉員がその自宅等

で保育を行うことにより、働く人が安心して

子どもを預けることができ、ワーク・ライ

フ・バランスの推進を図る。

●配置基準

１住区ごとに１～２名の配置を基本とし、

地域の特性や乳幼児数に応じて配置する。

●受託定数

家庭福祉員１人について、受託乳幼児３人

以内とする。また、家庭福祉員と保育補助

者により複数制を取り入れ、保育者２人で

子ども５人までの保育を受け入れ、乳幼児

保育を充実する。

拡大

26年度末

家庭福祉員認定

15人

受託人数 42人

●家庭福祉員認定

【22年度】13人

【23年度】14人

【24年度】14人

【25年度】15人

【26年度】15人

●受託人数

【22年度】37人

【23年度】40人

【24年度】40人

【25年度】42人

【26年度】42人

●【22～26年度

整備量】

家庭福祉員認定

3人

受託人数  9人

家庭福祉員認定

１３人

受託人数

３６人

【評価】1．2．③．４

【今後の課題】

区報等を活用し、家庭福祉員

の積極的な募集を行う。

今後拡充にあたっては、福祉

員の所在地に偏りのないよう

留意する。

〔事業№3105〕

障害をもつ乳幼児の保育の充

実

（保育課）

発達の遅れや心身に障害をもつ乳幼児を健常

児との統合保育によって発達を促し、障害児

保育を充実する。

充実

障害をもつ乳幼児

の保育の充実を図

る。

専門指導員による

巡回指導

保育士の研修

巡回指導

延３０回

研修の実施

延 7回

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】
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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№3106〕

パパの育児教室

（保健予防課・碑文谷保健

センター）

育児への父親参加を促し、男女の協力による

育児を支援するため、出産を迎える夫婦を対

象に育児指導を実施する。

継続 ７回 ３６９人 【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

今後も内容の充実を図る。

〔事業№3107〕

第三者評価

（保育課）

認可保育所及び認証保育所において、福祉サ

ービス第三者評価を行い保育サービスの質の

向上を図る。また、評価結果を公表すること

で利用者が施設の選択をしやすくする。

継続

保育サービスの質

の向上を図る。

認可保育所におい

て３年毎に第三者

評価を実施。

認証保育所におい

ては、2年に1回

の評価受審を推奨

７園実施

<認証保育所>

６園実施

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

評価結果をどのように保育園

運営に活かしていくか。

<認証保育所>

利用者の施設の選択に資する

よう、全ての施設が2年に１

回程度確実に受審するよう推

奨していく必要がある。

〔事業№3108〕

認可外保育施設利用助成

（保育課、保育計画課）

認可保育所に入園できなかったために認可外

保育施設を利用せざるをえなかった「保育に

欠ける世帯」に対し保育料の一部を助成する

ことにより、認可保育所の保育料との格差是

正と経済的負担の軽減を図る。

認可保育所の保育

料との格差是正

【22年度】拡大

【23年度】継続

① ひとり親世帯に対する

保育料助成

対象者実人数：１５人

② 所得階層別保育料助成対

象を課税所得4,388千

円未満の世帯に拡大して

実施した。

対象者実人員：１６２人

延人員：１３６６人

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

認可保育所の保育料の改定と

併せて格差の是正を図る必要

がある。

〔事業№3109〕

区立保育園の効率的運営

（保育計画課）

保育ニーズの多様化を踏まえ保育園の公設民

営化を進めていく。

なお、区立保育所への指定管理者制度の導入

計画については、既導入施設の進捗状況を考

慮しながら検討していく。

拡大

3園

【22年度】中目黒

駅前保育園

区立保育園のあり

方検討

【24年度】第二ひ

もんや保育園

公設民営保育園として中目黒

駅前保育園を新設した。

定員 ５８人

第二ひもんや保育園公設民営

化のため、公募により指定管

理者を指定した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

第二ひもんや保育園の指定管

理者による運営開始（２４年

度）に向けて、円滑な引継ぎ

に配慮する。

〔事業№3110〕

認証保育所整備支援

（保育計画課）

認可保育所を補完し待機児童の解消に資する

とともに、長時間保育など多様な保育ニーズ

に応えるために、認証保育所の整備支援を図

り、保育室の認証保育所移行支援を検討す

る。

拡大

26年度末

14か所

定員539人

【22年度】

１か所 定員45人

【22～26年度整

備量】

1か所

定員45人

22年4月に１ヶ所開設

（定員４５人）

【２２年度末現在】

施設数：14ヵ所

定員：532人

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

保育室の認証保育所移行を支

援し、24年度までの移行達

成を図る。



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№3111〕

区民、事業者への情報提供

（人権政策課）

男女がともに社会生活と家庭生活を両立する

ことができるよう、職業環境の整備及び意識

啓発を目的とし、区民・事業者に対し情報誌

やホームページ等で情報提供を行う。

① 継続

② 新規

情報誌「であいきらり」

（年２回各3,000部）

事業者向け啓発誌

「ワークライフばらんす」

（年1回3,000部）

メールマガジン

「きらりネット」（年１2

回）

【評価】1．2．③．４

【今後の課題】

ホームページ･メールマガジン

を充実させていく。

〔事業№3112〕

認可保育所整備

（保育計画課）

公立保育所の増築改修・改築及び新設による

定員の増、また、民設民営による私立保育所

（賃貸型認可保育所含む）の設置による定員

増により、待機児童の解消を図る。

●配置基準

公立、私立を合わせて、原則として住区ごと

に1か所とするが、地域の要保育児童数を

考慮して整備する。

●標準規模

公立 乳幼児1人当たり、

建物10㎡、用地14㎡

●機能

保育室、ほふく室、午睡室、遊戯室、調理

室、調理配膳室、保健室、沐浴室、事務室、

地域の子育てセンター等

拡大

●26年度末定員

公設公営1,958人

公設民営 241人

民設民営 879人

計 3,078人

●整備数

公設公営 19か所

公設民営 3か所

民設民営 11か所

計  33か所

【22年度】

中目黒駅前保育園

（新設）

定員58人実

【22年度】

私立認可保育所

（賃貸型） 整

備支援（新設）

2か所

定員160人

【23年度】

私立中町二丁目保

育園（仮称）整備

支援（新設）

定員120人 実

【23年度】

中央町保育園増築

改修

定員37人増 実

【24年度】

第二ひもんや保育

園改築

定員17人増 実

【24年度】

私立認可保育所整

備支援（新設）

1か所 定員60人

【25年度】

私立認可保育所整

公設民営保育園として中目黒

駅前保育園を新設した。

定員 ５８人

私立認可保育所（賃貸型）の

整備支援（新設）を行った。

２か所

定員 １６０人

●２２年度末定員

公設公営 1,987人

公設民営 158人

民設民営 519人

計 2,664人

●整備数

公設公営 ２０か所

公設民営 ２か所

民設民営 ６か所

計 ２８か所

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

地域の要保育児童数の状況を

踏まえつつ、計画に沿って整

備を行っていく。



基本目標Ⅲ 子どもがすべての家庭で大切にされる

備支援（新設）

１か所 定員60人

【26年度】

私立認可保育所整

備支援（新設）

2か所

定員120人

【22～26年度整

備量】

●定員

公設公営 △29人

公設民営 141人

民設民営 520人

計 632人

●整備数

公設公営△1か所

公設民営 2か所

民設民営 7か所

計 8か所



（２）多様な保育サービスの充実

現 状

日ごろ乳幼児を保護者が保育している家庭において、保護者の病気やけがなどにより保育ができなくなっ

た乳幼児を全区立保育園で一時的に預かり、保護者に替わり保育を行っています。現在、一園一人の定員で

受け入れ、最長2か月まで預かっています。年々利用希望者が増えている現状で、平成20年度の利用児童

数は194人、延べ利用1,344日の実績がありました。

また、保護者のリフレッシュ等のために、日・時間単位で利用できる一時保育を区立保育園１園、認証保

育園６園で実施しています。

課 題

○緊急一時保育では、保育園一園に対し一人の受け入れのため、希望しても自宅近くの保育園が利用できな

い状況が多くなっています。受け入れ枠を拡充することで、自宅で子育てを行う家庭の支援を充実させる

必要があります。

施策の方向

○働き方やライフスタイルの多様化に伴う様々な保育ニーズに安定的に対応できるよう、新たなサービス拡

大について検討するとともに、一時保育の定員拡大などを推進していきます。

○緊急一時保育については、区内5か所に拠点園を設け、拠点園での定員を3人まで拡大します。



基本目標Ⅲ 子どもがすべての家庭で大切にされる

【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№3201〕

ファミリー・サポート・センター

（子ども政策課）

子育てを支援する人（協力会員）、子育て

を支援してほしい人（利用会員）が登録を

し区民相互の子育て支援活動として、必要

なときに子どもを預かる等の支援を行う。

拡大（協力会員の拡

大）

1か所

子育てを支援する人（協力会

員）、子育てを支援してほし

い人（利用会員）が、相互の

子育て支援活動として子ども

を預かる等の支援を実施し

た。

活動件数 5,401件

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

相互援助の周知の方法。

〔事業№3202〕

子育て短期支援事業（ショ

ートステイ）

（子ども政策課）

保護者の病気、出張などにより、一時的に

児童の養育が困難となった区民の児童を、

区内の児童養護施設で短期間養育する。

継続

1か所

一時的に児童の養育が困難と

なった区民の児童を、区内の

児童養護施設で短期間養育し

た。

利用日数 延べ36日

【評価】1．②．3．4

【今後の課題】

利用者が減少しているので、

利用方法等の検討。

〔事業№3203〕

一時保育（一時預かり事業）

（保育課）

①緊急一時保育

保護者の疾病やけが等により短期的に保育

に欠ける児童を、保育所で保育する。

②一時保育

家庭で育児にあたる保護者のリフレッシュ

等のために、保育所等で、日・時間単位で

一時的に児童を預かる。

拡大

①【22年度】

定員22人

【23～26年度】

定員32人

②【22年度】

定員30人

【23～26年度】

定員48人

計 定員80人

①定員２２人

②実施説数および定員を拡大

した。

実施施設：２施設増

定員：8人増

【22年度末現在】

定員34人

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

①５地区各１施設拠点園計画

が受託児童の定員の弾力化

実施のため未実施状態であ

る。

②今後とも計画に沿って実施

施設数及び定員を増やす必

要がある。

〔事業№3204〕

休日保育

（保育課）

保護者の就労等で、日曜日、祝日に保育に

欠ける子どもを保育する。

拡大

26年度までに区立

保育園３園での実施

を目指す。

実績なし
【評価】①．2．3．4

【今後の課題】

私立保育園等との役割分担

や利用者実績を見ながら検

討していく。

〔事業№3205〕

年末・年始保育

（保育課）

保護者の就労等で、年末年始に保育に欠け

る子どもを保育する。

拡大

区立保育園３園で実

施する。

22年度（区立２

園）

24年度（区立３

園）

目黒保育園、中目黒駅前保育

園で実施。
【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

計画上、２４年度に１園実施

に向け進めていく。

〔事業№3206〕

病児・病後児保育

（保育課）

保育所に通所中の児童等であって、病気の

回復期にある（病後児）、又は回復期に至

っていない（病児）ことから、保育所等で

の集団保育が困難な児童を、専用の施設で

一時的に預かる。

※病児保育は新規事業

拡大

実施施設 ５か所

一日当たりの定員

20人

【23～26年度】

１日当たりの定員

20人（12人増）

実施施設２ヶ所から22年

10月に１箇所開設し３ヶ所

となった。

実施施設：３ヶ所

一日当りの定員 １２人

（４人増）

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

今後とも計画に沿って実施施

設数及び定員を増やす必要が

ある。



（３）特に配慮が必要な家庭への支援

現 状

離婚の増加等により、ひとり親家庭が増えています。ひとり親家庭の多くは子どもの養育、教育、健康や

住宅など様々な問題を抱えながら生活しています。特に母子家庭にとっては、所得の低いことが深刻な問題

となっており、社会的・経済的・精神的自立をめざした支援を中心とした事業を実施しています。また、父

子家庭においては、子どもや子育てに関する日常的な支援を中心に実施しています。母子相談、母子福祉資

金の貸付け、母子生活支援施設、ひとり親家庭ホームヘルプサービス、ひとり親家庭休養ホーム、ひとり親

家庭等の医療費助成等のほか、子どもや家庭の状況に応じて、児童育成手当、児童扶養手当の支給を行って

います。また、民間賃貸住宅に居住するひとり親世帯に対して家賃助成などの居住支援を行っています。

障害種別にかかわりなく障害者手帳所持者数は年々増加しています。障害をもつ子どもも、もたない子ど

もも地域の中でいきいきと暮らすことができるように、区は、目黒区障害者計画を策定し、障害や年齢、状

況に応じて様々な支援を行っています。障害福祉課で様々な支援を行っているほか、保健予防課・碑文谷保

健センターでは、健診時に、発達の遅れ又は遅れが予想される幼児に対して、幼児療育通所施設「すくすく

のびのび園」での療育相談と連携して早期に療育を行い、心身の発達を促し、障害の軽減を図ることができ

るように支援しています。すくすくのびのび園では、心身の発達の遅れ又は遅れが予想される就学前の幼児

に対し、言語・運動機能の指導訓練を行い、心身の発達を促し、日常生活の能力を開発し、将来予測される

障害を可能な限り軽減させています。特に、障害をもつ子どもに対する幼児教育の重要性が高まっており、

特別支援教育（＊）の充実と発展を図っていく必要があります。区立幼稚園では特別支援補助員の配置など

により障害をもつ子どもの受入れを促進しています。また、私立幼稚園における幼児教育及び特別支援教育

の充実と振興を図るため、私立幼稚園に対して支援を行っています。

保育園では、全保育園で各3人を限度に、親の就労等で日中保育が困難な障害をもつ子どもの保育を受け

入れ、保育を行っています。学齢期の障害をもつ子どもたちが、社会の一員として自立し、充実した生活を

送ることができるように、一人ひとりの障害に応じた学校教育を行うために特別支援学級を設置しています。

また、障害の種類や程度によって、通常の学級に通学する場合もあります。障害をもつ子どもの放課後の居

場所として児童館では、様々な工夫をした事業を行い、障害をもつ子どもともたない子どもが交流する「あ

そびのつどい」は全館で実施しています。学童保育クラブでは、全クラブ３人まで障害をもつ子どもの受入

れを行い、受入れ年齢を6年生まで延長しています。経済的支援として児童育成手当（障害手当）、特別児

童扶養手当の支給を行っています。

平成21年7月末の目黒区における外国人登録者数は、109か国、7,897人で、区の人口の約３％を占

めています。区立の保育園、幼稚園、小・中学校にも多くの外国籍の子どもが在籍しており、ことば、制度、

文化の違いから集団生活に不安や困難を感じる子どもや保護者が多くいます。区立学校では、日本語の理解

が十分でない児童・生徒を対象に日本語教室を開設し、学習を支援しています。保育園、児童館や学校等で

は、日本語での意思疎通に困難を感じる子どもや保護者等に対して、目黒区国際交流協会に依頼し、入学入

園説明会、保護者面談、児童・生徒との意思疎通の場等に通訳を派遣したり、各種文書の翻訳を行っていま

す。また、区役所内に外国人相談窓口を開設し、各種情報の提供や相談を受け付けています。



基本目標Ⅲ 子どもがすべての家庭で大切にされる

課 題

○現行の施策は、母子家庭を対象にしたものが多く、父子家庭の需要にあった支援策が少ないので、家事育

児等の支援だけでなく、相談や適切な支援が得やすいように情報提供を行っていくことが必要です。

○ひとり親家庭では親の就業のために、夕方から夜間にかけて子どもだけで自宅で過ごす時間が長くなって

います。

○障害児がそれぞれの障害の特性に応じた配慮や支援を受け、障害児や家族が自らその居住する場所を選択

し、必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けて社会参加を実現することが望まれています。ま

た、障害をもった児童を監護又は養育する家庭の経済的な負担は、長期低迷を続ける経済状況とあいまっ

て増加傾向にあります。少しでもゆとりのある子育てができるよう、必要な経済的支援について検討する

必要があります。すくすくのびのび園では、9 割の通園児が保育園・幼稚園に通う併用児であることから、

療育の形態を見定め、療育の充実を図る必要があります。

○障害のある子どもが安心して教育を受けられるよう、施設設備や人的配置など条件整備を進める必要があ

ります。

○日本語の理解が不十分なために、教科によっては専門的な語彙が理解できない等、学習に困難をきたす場

合があります。また、日本語の理解が不十分な保護者に対して、子育て支援や教育に関する様々な制度を、

さらに的確に伝えていく必要があります。

施策の方向

○ひとり親家庭支援策を推進します。また、父子家庭の現状を把握し支援策を検討します。

○目黒区障害者計画により子どもも含めた障害者施策を推進します。中央町福祉工房が 23年度に移転した

跡スペースを活用し、より充実した療育事業を行います。

○それぞれの児童・生徒が置かれた状況に応じた日本語指導や生活指導を行っていくとともに、各窓口では、

多言語による情報提供や相談機能を充実させ、きめ細かい対応ができるよう努めていきます。また、国際

交流協会と連携し、通訳・翻訳ボランティアの活用を進めていきます。東根小学校に日本語国際学級を、

必要な区立学校に日本語教室を設置し、支援を行います。区立幼稚園、小中学校に通訳を派遣し、文書の

翻訳を行います。



【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№3301〕

外国人相談

（区民の声課）

日本語での意思疎通が難しい区民に対し、日

常生活全般に対する相談や区の事業の案内な

どを行う。

充実

英語について時間

拡大を検討中

英語については、開設時間を

１時間拡大。

＜受付件数＞

電話 693件

来庁 1,701件

合計 2,394件

＜相談内容別件数＞

3,056件

【評価】1．2．3．○4
【今後の課題】

外国籍区民の定住化が進むこ

とにより、相談件数の増加と

相談内容の多様化が見られ

る。

外国人区民等の最初の窓口と

しては十分に対応できている

が、今後はその後の関係部署

における説明をきめ細かく行

う必要がある。

〔事業№3302〕

障害児福祉手当の支給

（障害福祉課）

政令で定められた障害程度に該当する障害児

を対象に、生活の安定を確保するため、障害

児福祉手当の受付及び給付事務を行う。

継続 受給者数 ３１名

(平成23年3月31日現在)

国で定めている制度であり、

受付・決定・給付事務を行っ

ている。

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

〔事業№3303〕

居宅介護（ホームヘルプ）

サービスの実施

（障害福祉課）

障害児も含め、障害をもつ人の自立・介護者

の介護軽減のため、自宅で入浴、排せつ、食

事等の居宅介護サービスを実施する。

継続 延べ235人（児）

6,897時間

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

〔事業№3304〕

短期入所（ショートステ

イ）サービスの実施

（障害福祉課）

家族の疾病等により、一時的に障害児が日常

生活を営むことが困難になった場合に、短期

間、施設において入浴、排せつ、食事等の介

護を行う。

継続 延べ47人（児）

272人

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

〔事業№3305〕

緊急介護人派遣事業の実施

（障害福祉課）

家族の疾病等により、一時的に障害児が日常

生活を営むことが困難になった場合に、介護

人の派遣を実施する。

継続 延べ 225人

3,423回

(障害者と児の合計数)）

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

〔事業№3306〕

移動支援事業の実施

（障害福祉課）

障害児が余暇活動等の社会参加のための必要

な外出を行う際、介護人が付き添えないとき

に移動支援を行う。

また、義務教育通学時に保護者の就労、疾

病、事故等により必要とする送迎が困難な場

合、通学の介助を行う。

継続 延べ 820人

延べ時間 24,247.5時間

【評価】1．2．３．④

【今後の課題】

〔事業№3307〕

児童デイサービス

（障害福祉課）

すくすくのびのび園において障害をもつ子ど

もの療育を推進するため、日常生活における

基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練

等を行う。

継続 小集団療育実績

延 ５，０６６件

【評価】1．2．③ 4

【今後の課題】

ひまわりプラザ改修工事を行

い、さらに療育内容を充実さ

せる。



基本目標Ⅲ 子どもがすべての家庭で大切にされる

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№3308〕

障害をもつ子どもへの療育相

談

（障害福祉課）

すくすくのびのび園において、医師、心理相

談員、理学療法士、言語聴覚士等専門職員が

障害をもつ子どもの社会全般にわたって相談

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、就学前児

童への身近な相談体制の整備を図る。

充実 相談件数 ９０件 【評価】1．2．③ 4

【今後の課題】

医療相談等、専門的な相談が

定着した。

〔事業№3309〕

児童育成手当、児童扶養手

当、ひとり親家庭等医療費助

成制度

（子育て支援課）

手当の支給、及び医療費の一部を助成するこ

とにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄

与するとともに、その福祉の増進を図る。

拡充

児童扶養手当の支

給対象に父子家庭

を追加。

児童育成手当

1,319世帯 1,761人

児童扶養手当

941世帯

ひとり親家庭等医療費助成

910世帯 1,215人

【評価】1．2．3．○4
【今後の課題】

児童扶養手当の障害年金加算

との調整等、制度改正に対応

していく。

〔事業№3310〕

児童育成手当（障害手

当）、特別児童扶養手当

（子育て支援課）

障害を有する児童を監護、養育する方に手当

を支給することにより、児童の福祉の増進を

図る。

継続 障害手当

97世帯 104人

特別児童扶養手当

121世帯 128人

【評価】1．2．3．○4

【今後の課題】

引き続き、障害を有する児童

を監護、養育する家庭を適切

に支援していく。

〔事業№3311〕

区立幼稚園での障害のある

幼児の受入れ

（学校運営課）

区立幼稚園での集団保育の可能な障害のある

幼児の受入れを促進するため、幼稚園特別支

援補助員を配置するなど諸条件を整備する。

継続 在園児 ９人
【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

受け入れは進んでおり、引き

続き継続していく必要があ

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）

私立幼稚園運営にかかる負担軽減を目的とし

て、心身障害児を就園させている私立幼稚園

に対して補助金を支給する。

継続 心身障害児教育事業費補助

８園

【評価】1．2．③．４

【今後の課題】

補助対象児童数が減少傾向に

あり、今後制度の充実を図っ

ていくことが必要である。

〔事業№3313〕

母子福祉資金貸付

（子ども政策課）

20歳未満の子どもを扶養している母子家庭

に、入学や就学、技能習得など自立に必要な

資金を貸し付ける。

継続 貸付件数

１３１件

【評価】1．2．③．４

【今後の課題】

効果的な償還対策の推進が必

要である。

〔事業№3314〕

ひとり親家庭ホームヘルプ

サービス

（子ども政策課）

ひとり親家庭で、日常生活に著しく支障があ

る場合、ヘルパー派遣が受けられる介護券を

交付する。

継続 派遣決定世帯数 ８世帯

延派遣世帯数 ６２世帯

延回数 ８５３回

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

対象世帯への周知を引き続き

行う。

〔事業№3315〕

ひとり親家庭休養ホーム

（子ども政策課）

ひとり親家庭の方が休養やレクリエーション

を兼ねた宿泊・日帰り旅行をするための指定

施設を利用した場合、利用料金の一部を助成

する。

継続 宿泊 ２０世帯

日帰り １７７世帯

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】



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№3316〕

母子家庭自立支援教育訓練

給付金

（子ども政策課）

母子家庭の母に対する就業支援策として、教

育訓練講座の受講料の一部を支給する。

継続 支給 ５ 件 【評価】1．2．③．４

【今後の課題】

就業に結びついていない人も

いるため、支給の可否の選考

基準を見直す必要がある。

〔事業№3317〕

母子家庭高等技能訓練促進

費

（子ども政策課）

母子家庭の母に対する就業に向けた資格取得

を容易にするため修業期間中訓練促進費を支

給する。

継続 支給 ２ 件

21年度受給修了者３人のう

ち全員が資格を活かして就職

した。

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

〔事業№3318〕

母子生活支援施設

（子ども政策課）

母子家庭で生活上の様 な々問題のため、子ど

もの養育を充分できない方が入所する施設。

所得によって費用負担がある。

継続 ２７世帯

６５人

【評価】1．2．③．４

【今後の課題】

入所期間が長期化する一方、

入所した方が良いと思われる

世帯の希望が少ないので、施

設のあり方を検討する必要が

ある。

〔事業№3319〕

第三者評価

（子ども政策課）

母子生活支援施設において第三者評価を受審

し、サービスの質の向上を図る。

継続 実施せず

（3年に１度実施）

【評価】1．2．3．4

【今後の課題】

23年度実施予定

〔事業№3320〕

ひとり親世帯に対する民間

賃貸住宅居住支援

（住宅課）

ひとり親世帯等に対して民間賃貸住宅家賃

助成などの居住支援を行う。

継続 ひとり親世帯に対する民間賃

貸住宅あっせん実施 1世帯

ひとり親世帯に対する家賃助

成実施 60世帯

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

当事業は、高齢者・障害者・

ひとり親世帯を対象としてい

る。今後、家賃助成制度の見

直しを進めてゆく。

〔事業№3321〕

区立幼稚園、小・中学校へ

の通訳派遣・翻訳等の実施

（学校運営課）

入学入園説明会、保護者面談等において児

童生徒の意思疎通の場に通訳を派遣した

り、連絡文書や学校便り等の翻訳を行う。

継続 通訳派遣 37回

翻訳 5回

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

実績があり、引き続き継続し

ていく必要がある。

〈学校運営課〉

外国籍児童生徒

小学校 113人

中学校 37人

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

実績があり、引き続き継続し

ていく必要がある。

〔事業№3322〕

日本語教室・日本語国際学

級

（学校運営課、教育指導

課）

日本語の理解が十分でない児童・生徒を対

象に、基礎的な日本語の習得と学校生活等

への適応を図る。

継続

〈教育指導課〉

東根小学校に日本語国際学級

を設置。また、必要な学校に

開設する日本語教室に、早稲

田大学大学院との協定締結に

基づく、大学の推薦を受けた

日本語指導員を派遣し日本語

支援を行う。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

担任等とさらに連携を深めら

れるような体制を整えていく

必要がある。



基本目標Ⅲ 子どもがすべての家庭で大切にされる

（４）家庭における子育て力の向上

現 状

平成18年12月の教育基本法の改正により、家庭教育に関する規定が新設され、保護者が子どもの教育

について第一義的責任を有すること、及び国や地方公共団体が家庭教育支援に努めなければならないことと

されました。家庭における子どもの生活は、子育て世帯の核家族化の進行や少子化など様々な社会・経済状

況の変化により、大きな影響を受けています。子どものしつけや教育に対する悩み・不安を抱えていたり、

育児に対して自信を失ったりしている保護者もいるといわれています。また、インターネットや携帯電話等

のメディアの発達により、子どもの生活領域に新たな人間関係が生み出されています。区では、家庭教育に

関する講座や啓発活動、情報提供など家庭教育を支援しています。

母親の実際の育児上の悩みを解決するための知識を習得させることや母親同士の仲間づくりを目的として

5か月児、10・11か月児を対象に育児学級を実施しています。子育て中の区民を対象に、育児不安解消に

つながるよう、正しい知識や情報の普及、啓発を図るため、講演会を実施しています。

基礎調査では、「子育てに関して、日常悩んでいること」という問いに対し、就学前及び小学校児童の保

護者の多くが、「子育てにお金がかかること」と回答しています。子どもの養育にかかる費用が家計に及ぼ

す影響を緩和し、家庭における生活の安定を図ることで子どもの健全な育成に資することを目的として、子

どもや家庭の状況に応じて、児童手当、児童育成手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当が支給されていま

す。また、区では、子どもの医療にかかる費用を助成する子ども医療費助成を平成19年10月から中学生

まで対象を拡大して所得制限を設けずに実施しています。

私立幼稚園児保護者に対して、経済的な負担を軽減し、幼児教育の振興と充実を図る目的から、入園料補

助、保育料補助、就園奨励費補助事業を実施しています。また、幼児教育環境の維持及び充実を目的に私立

幼稚園協会に対して、補助金を支給しています。

また、経済状況の良くない家庭の区立小中学生に対して就学援助を行っています。

学業に意欲があり、経済的理由により修学困難な高等学校又は高等専門学校に在学する生徒に対し、修学

上必要な奨学資金を貸与しています。

課 題

○区内３歳～５歳児の約５５％は私立幼稚園に通園しているにもかかわらず、区立幼稚園と比べて保護者の

経済的負担が大きくなっています。経済不況が続く中、私立幼稚園の経営環境が悪化しており、保育料の

値上げなど保護者への負担が増えています。

○経済的理由により就学困難な区立小中学校に在籍する児童生徒に対し援助を行う必要があります。

○学業に意欲があり、経済的理由により修学困難な高等学校又は高等専門学校に在学する生徒に対し、修学

上必要な奨学資金を貸付をしていますが、貸付金返還金の未返還額が年々増加しています。

○子育てに関する経済的な負担は、景気低迷とあいまって、子育ての負担感の要因となっています。少しで

もゆとりのある子育てができるよう、必要な経済的支援について検討する必要があります。

○育児学級では主に幼児の栄養や歯科について実施していますが、内容を充実させていく必要があります。

健康学習の要望は年々増えてきており、今後も充実させていく必要があります。

○家庭教育の自主性を尊重し、家庭の子育て力や教育力の向上をめざして、家庭におけるしつけや子どもに

対する保護者のかかわり方などを学ぶ機会の提供や情報提供などの支援を進める必要があります。



施策の方向

○私立幼稚園の園児保護者に対する支援を充実していきます。

○私立幼稚園協会の教育環境整備等の取組に対する支援を継続して実施します。

○経済的理由により就学困難な区立小中学校に在籍する児童生徒に対し就学援助を行います。

○国の施策との整合性を図りながら、引き続き、奨学資金貸付事業を継続実施します。

○児童手当や医療費助成等、子育てに関する各種手当については、効率化を図りながら、施策を継続してい

きます。

○育児学級を充実させ、知識の習得の場とするだけでなく、親同士の交流を深め、孤立化しない、楽しめる

育児環境をつくっていきます。

○家庭教育の自主性を尊重し、家庭の子育て力や教育力の向上をめざして学習の機会提供や情報提供などの

支援をより一層進めます。

【評価指標】

指標 現状
目標

（平成26年度）
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）の参加者数

10人

（試行実施）
20人



基本目標Ⅲ 子どもがすべての家庭で大切にされる

【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№3401〕

育児学級

（５か月）、

（10・11か月）

（保健予防課・碑文谷保健

センター）

育児上の悩みを解決するための知識の習得や

親同士の仲間づくりを目的として実施する。

継続 ５か月

４８回 １，９３８人

１０･１１か月

１２回 ５６１人

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

〔事業№3402〕

母子保健講習会

（保健予防課・碑文谷保健

センター）

子育て中の区民を対象に、育児不安の解消に

役立つ正しい知識や情報の普及啓発を図る。

継続 ２回

参加 ３７人

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

他事業との連携を図っていく

〔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）

私立幼稚園児保護者に対して、経済的な負担

を軽減し、保育料の公私格差是正を図る目的

から、入園料補助、保育料補助、就園奨励費

補助事業を実施する。

拡大 入園料補助 1,089人

保育料補助 2,903人

就園奨励費補助 995人

【評価】1．2．③．４

【今後の課題】

今後も引き続き、区立幼稚

園との公私格差の是正を図

っていくことが必要であ

る。

〔事業№3404〕

奨学資金貸付

（子育て支援課）

学業に意欲があり、経済的理由により就学困

難な高等学校又は高等専門学校に在学する生

徒に対し、就学上必要な奨学資金を貸与す

る。

継続 採用予定人員５０人に対し、

応募者は３１名であった。そ

のうち所得基準超過世帯及び

辞退者を除く２５名を平成２

３年度目黒区奨学生に決定し

た。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

申込者の減少の伴い、今後、

制度の周知方法等、検討を行

う。

〔事業№3405〕

子ども医療費助成、児童手当・

子ども手当

（子育て支援課）

子どもの医療費助成、および児童手当の支給

を通じて、子どもの保健の向上に寄与すると

ともに、次代の社会をになう児童の健全な育

成及び資質の向上に資する。

拡充 子ども医療費助成

27,591人

子ども手当

17,069世帯 25,060人

【評価】1．2．3．○4
【今後の課題】

平成23年10月以降の、子

ども手当新制度に対応してい

く。

〔事業№3406〕

子育て講座

（子ども政策課）

家庭における子育て力の向上を目的として、

身近なテーマを取り上げて講座を開催する。

継続 家庭における子育て力の向

上のため、身近なテーマで

講座を開催した。

開催2回

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

子どもの年齢で、子育て力向

上に対しての身近なテーマが

変わってくる。



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№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）

育児支援施策として、子育て世代の親の子育

て力向上のために、子育てに難しさを感じて

いる親の状況にあわせた段階的プログラムと

して、｢完璧な親なんていない｣というテキス

トを利用し、ファシリテーターにより、親同

士が相互に学びあい交流する講座を開催す

る。

新規 子育て力向上のために、子

育てに難しさを感じている

親の状況にあわせた段階的

プログラムとして、ファシ

リテーター（参加者が自ら

の力で解決策を見出せるよ

うに側面から援助する人）

による、親同士が相互に学

びあい交流する講座を開催

した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

1回の開催で参加が可能な人

数が限られてしまうため、実

施回数等の検討。

〔事業№3408〕

家庭教育講座

（生涯学習課）

学校や地域社会における集団生活のルールや

マナーを子どもが身につけていけるように、

家庭でのしつけ等について、学習や交流の機

会を提供する。

継続 『笑顔で迎える思春期』、

『子どもの能力を開花させる

子育て術』、『子ども達の

「ウザい」を理解する』など

１１講座（３７回）を実施し

た。参加者計２７４人。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

家庭の教育力の向上や社会的

に孤立した保護者への対処が

求められている。

〔事業№3409〕

家庭教育学級・講座

の充実

（生涯学習課）

地域社会や家庭の環境が変化する中で、どの

ような家庭教育が望ましいのかを保護者自身

が考えあい、学び合う機会を提供する。ま

た、ＰＴＡが家庭教育学級（区立小学校）・

講座（区立中学校）にとりくみやすいよう、

情報提供や学習相談を行う。

継続 区立小学校２１校で５４回、

区立中学校９校で１１回実施

した。ＰＴＡが取り組みやす

いよう情報提供を行い、様々

な相談に応じた。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

ＰＴＡが負担感なく受託でき

るよう、きめ細やかな情報提

供や助言を引き続き行ってい

く必要がある。年 実々施回数

が減少しているので、家庭教

育支援策を検討する必要があ

る。

〔事業№3410〕

就学援助

（学校運営課）

経済的理由により就学困難な区立小・中学校

に在学する児童・生徒に対し就学援助費を支

給する。

継続 小学校 741人

中学校 488人

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

就学困難な区立小・中学校に

在学する児童・生徒の保護者

に対する支援について、引き

続き継続していく必要があ

る。

〔事業№3411〕

外国人学校補助

（総務課）

外国人学校に在籍する児童生徒の保護者に対

して、その授業料負担の軽減を図るために一

定額の補助金を支給する。

継続 補助金支給実績

前期分(4～9月)

20名分

後期分(10～3月)

19名分

【評価】１．２．３．④

【今後の課題】

今後も外国人学校に在籍

するすべての保護者に対し

て補助金の支給を行い、授

業料の負担軽減を図る。

（事業№3412）

私立幼稚園協会に対する補

助

（子育て支援課）

幼児教育環境の維持及び充実、保護者負担の

間接的な軽減を目的に私立幼稚園協会に対し

て、補助金を支給する。

継続 5月1日現在の園児数及び教

職員数を基に補助金を支給

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

今後も引き続き、幼児教育環

境の充実及び公私格差の是正

を図っていくことが必要であ

る。



基本目標Ⅲ 子どもがすべての家庭で大切にされる

（５）子育て相談・情報の提供

現 状

核家族化が進み、また地域の中で人と人とのつながりが薄くなる中で、子育てに不安や負担感を感じる家

庭が多く存在しています。保健予防課・碑文谷保健センターが実施する健康診査や育児学級などの機会を通

じて、また、児童館、保育園、子ども家庭支援センターが実施するひろば事業、めぐろ学校サポートセンタ

ーが実施する教育相談等で子育てや教育に関する相談や情報提供を行っています。

また、子どもの誕生前の準備から学童期までを対象にした総合的な子育て情報誌「めぐろ子育てホッ！と

ブック」を発行しています。

課 題

○子育てに関する不安や負担を感じる家庭が多く存在し、様々な要因が複雑に絡み合った相談が増えており、

職員の相談対応力の向上や関係機関の連携が求められています。

○子育てに関する情報を、必要とする方にわかりやすく、利用しやすい形で提供していく必要があります。

施策の方向

○子育てカウンセラーを相談機関に派遣し、職員が専門的な相談にも対応できるように援助していきます。

また、関係機関のネットワークを通して連携した対応を図っていきます。

○総合的に情報を提供したり、インターネットを活用するなどにより、子育てに関する情報を利用者が使い

やすい形で提供していきます。

【評価指標】

指標 現状 目標

子育て相談窓口の周知度 47.6％ 60％



【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

〈子育て支援課〉

児童館１４館で実施

相談 320回実施

【評価】1．2．3．○4
【今後の課題】

適切に相談を行えるよう、施

設環境の整備を進める必要が

ある。

〈子ども政策課〉

児童館や保育園などの各施設

における第一次相談窓口とし

ての役割を充実させた。ま

た、ほ・ねっと（＊）ひろば

での来所相談（11件）、電

話相談（156件）、メール相

談

（6件）、訪問相談（3件）

を実施した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

各施設との連携のあり方。

〔事業№3501〕

子育て相談・子育ち 相談

（子育て支援課、子ども政

策課、保育課）

児童館や保育園などの各施設において、保護

者や子どもからの子育て・子育ちに関する悩

みなどに関係者・関係機関と連携しながら対

応する、第一次相談窓口としての役割を充実

させていく。

また、ほ・ねっと（＊）ひろばで

の来所相談、電話相談、メール・ファックス

相談のほか、訪問相談を実施する。

拡大

〈保育課〉

公園等へ出張し、子育て相談

を保育士、栄養士、看護士な

ど専門職員が呼びかけた。

（公園での出張子育て支援、

各園年２回実施

相談件数

延べ ２,５１５件

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

地域に出ない潜在的な需要に

どのように応えていくか。

〔事業№3502〕

子育てカウンセラー派遣事

業

（子ども政策課）

子育てに関する不安や負担を感じる家庭が多

く存在し、最近では、様々 な要因が複雑に絡

み合った相談が増えている。子育てカウンセ

ラーを公私立の児童館・学童保育クラブ、保

育園、幼稚園等に派遣することにより職員が

専門的な相談にも対応できるようにする。ま

た保護者からの相談にも応じる。

継続 子育てカウンセラーを公私立

の児童館・学童保育クラブ、

保育園、幼稚園等に派遣し、

職員が専門的な相談にも対応

できるようにした。

子育てカウンセラー派遣

495時間

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

カウンセラーの活用方法の検

討。



基本目標Ⅲ 子どもがすべての家庭で大切にされる

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№350３〕

子育て情報の提供

（子ども政策課）

総合的な子育てサービス情報の提供として、

総合的な子育て情報誌「めぐろ子育てホ

ッ！とブック」を発行。また、平成20年度

から、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

－」を開設し、取材・編集を区民参加で行

い、区民目線による子育て情報の発信の実施

と子どもによる取材、子どもからの発信コン

テンツの開設を行う。

継続 子育て情報誌「めぐろ子育て

ホッ！とブック」を発行し、

母子健康手帳交付時や子ども

関連施設で配布したほか、区

ホームページにも登載した。

また、子育て情報の発信・情

報交換等の拠点として、「め

ぐろ子ども・子育てネット」

を開設し、区民による自主グ

ループが管理を行っている。

イベント等の新鮮な情報のほ

か、区民の視点で取材を行

い、子育て関連の情報を発信

している。

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

継続的に変更内容の確認を

し、改訂版の発行やネット情

報の更新を行なっていく必要

がある。

〔事業№350４〕

障害のある児童・生徒につ

いての療育相談

（学校運営課）

障害のある子どもの生活・教育について、保

護者・教員等を対象に療育相談を実施し、合

わせて就学相談を実施する。

継続 就学・転学について、保護

者や教員等から相談を受け一

緒に考え対応した。

就学相談 小31・中27

転学相談 小３０・中１

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

特別支援教育に対する理解

促進を図るためにより啓発活

動を進めることが必要。

また、早期からの教育相談・

支援の充実をより図ることが

課題である。

〔事業№350５〕

教育相談

（めぐろ学校サポートセン

ター）

めぐろ学校サポートセンターにおいて来室相

談、電話教育相談を実施し、児童・生徒及び

幼児の心身の健全な発達を図るための教育上

の様々な問題について相談に応じる。

継続 めぐろ学校サポートセンター

において来室相談、電話教育

相談を実施した。

教育相談件数

来室相談 延べ4,499件

電話相談 延べ88件

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

教育相談の業務量が年々 増加

しており相談者の来所日時等

希望に添えない場合もある。

また相談内容が多岐にわたり

スクールカウンセラーなどと

の連携や相談員の資質向上を

図っていく必要がある。




