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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

現 状

子どもたちが安全に遊び、自主性や社会性等を身につけ、また年齢の違いを超えて交流できる場所として、

児童館、公園、学校開放、図書館、体育館、社会教育施設などの身近な公共施設が利用されています。区で

は、子どもたちが主体的に活動できる魅力的な場と機会の提供の充実を図っています。

基礎調査において、利用したい子育て支援サービスについて、児童館が最も高くなっています。児童館は、

乳幼児の保護者をはじめ、すべての子育て家庭の支援拠点として地域の子育ち・子育て相談の機能を確保す

るとともに、小学生、中高生の安全・安心できる居場所として、その重要性が高まっています。

障害をもつ児童・生徒の放課後や週末の過ごし方は、家族が就労等で日中保育が困難な場合は学童保育ク

ラブ等を利用し、就労等していない場合は家庭内にいることが多くなっています。

課 題

○児童館は各住区に１館設置を基本としていますが、現在13 館の整備にとどまっています。このため、児

童館整備住区との格差を解消する必要があります。

○障害をもつ子どもの家族は、精神的・身体的に負担感があり、その負担軽減を図る必要があります。

○放課後対策としてランドセルひろば（＊）、子ども教室（＊）などを実施し、放課後の安心・安全な子ど

もの居場所を確保する必要があります。

○園芸講座の卒業後に、卒業生がそれぞれの地域活動を行う場所が不足しがちです。

施策の方向

○現行の児童館未整備住区に児童館を整備するとともに、整備するまでの間においては、移動児童館や出張

児童館等により、サービス提供を行っていきます。

○障害をもつ子どもの家族の就労を支援するとともに、日常的に障害をもつ子どもを介護している家族の休

息を目的として、子どもの放課後の活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練を行います。

○子どもたちが安全安心に過ごせる居場所として、放課後フリークラブ事業を推進していくとともに、学校

施設等の開放を進めます。

○今後も園芸教室事業の継続を行っていきます。

【評価指標】

指標 現状 目標

障害児放課後日中一時支援事業利用者数

（目黒区障害者計画より）
31人

35人

（平成23年度）



【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№5101〕

障害児放課後日中一時支援

事業

（障害福祉課）

障害をもつ子どもの家族の就労を支援すると

ともに、日常的に障害をもつ子どもを介護し

ている家族の休息を目的とし、子どもの放課

後の活動の場を確保し、社会に適応するため

の日常的な訓練を行う。

拡大

【２３年度】

月 実利用人数

35人

補助金を増やし職員1名増員

したことで受入数が３０名か

ら35名に拡大した。また、

5月からスマイルプラザ中央

町に移転したことで、活動拠

点が安定し、障害を持つ子供

にとっての見通しが持ち易く

放課後活動に適した環境とな

った。

【評価】1．2．○3 ．4

【今後の課題】

受入数の更なる拡大

〔事業№5102〕

児童館整備

（子育て支援課）

・未整備住区への児童館の整備を進める。

（未整備住区…菅刈・田道・鷹番・月光

原・大岡山東・碑・中根・大岡山西・東

根）

・出張児童館、出前講座等の児童館サービス

提供の充実

●配置基準

原則として住区ごとに１か所整備する。

標準規模

（複合）建物660㎡

（単独）建物800㎡ 土地500

㎡

●機能

地域子育てセンター、プレイルーム兼集会

室、遊戯室兼聴覚室、図工室、図書室、育

成室（学童保育室）、子育てボランティア

活動拠点

検討

・児童館未整備住

区における児童

館サービス提供

の充実（月2回

～週1回）

出張児童館・移動児童館を月

１回程度の実施

実施回数 91回

参加延べ人数 3642人

【評価】1．2．○3 ．4

【今後の課題】

より一層、利用者のニーズに

対応したサービス内容の充実

に努める必要がある。

〔事業№5103〕

子どもの発想を活かした児

童館運営

（子育て支援課）

児童館に対する要望、不満、疑問など、子ど

もが自分たちの想いを発信しやすい環境をつ

くる。

また、子どもが主体となって企画する事業の

実施を進める。

継続
子どもたちの児童館事業に対

する意見要望を発信できる取

組として、各館月１回程度、

「子ども会議」を実施

【評価】1．2．3．○4
【今後の課題】

子どもたちが想いを発信しや

すい環境の整備に継続して努

めていく必要がある。

〔事業№5104〕

ランドセル来館の充実

（子育て支援課）

下校後、ランドセルをもったまま直接来館で

きる「ランドセル来館」を充実していく。

（事前登録制）

拡大

ランドセル来館14

館1日 210人

（1館 15人）

１４館で実施

利用者人数

1日 86.7人

（1館 6.2人）

【評価】1．2．○3 ．4

【今後の課題】

継続して実施する。

〔事業№5105〕

児童館における中高生の居場

所の拡大

（子育て支援課）

児童館において、中高生向けの利用時間やス

ペースを確保し、利用の促進を図る。

充実

「ティーンズフェ

スタ・イン・メグ

ロ2010」

中学生の意見を取

り入れながら、中

高生を対象とした

事業の実施やボラ

ンティアへの参加

を呼びかけ、中高

生の居場所を拡大

する。六中跡地に

開設する中央町児

童館で開催を計画

し、その周知と利

用を促進する。

ティーンズフェスタ・イ

ン・メグロ2010」を実施

参加人数 218人

（中高生スタッフ等）

来場者人数 573人

【評価】1．2．３．○4
【今後の課題】

中高生が参加しやすい開催

日、それにともなう活動日程

の調整が必要である。



基本目標Ⅴ 子どもが地域で育つ

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№5106〕

障害をもつ子どもへの居場

所の提供

（子育て支援課）

児童館において、障害をもつ子どもも参加し

やすい事業として、「あそびのつどい」を実

施する。年間１回児童館を利用する障害をも

つ子どもの保護者と懇談会を実施し、意見要

望など情報交換を行い居場所の充実を図る。

継続
「あそびのつどい」を実施

実施回数 126回

延べ参加人数 2794人

【評価】1．2．○3 ．4

【今後の課題】

情報の共有ができるよう、保

護者等と信頼関係を深め、障

害の程度に合わせた活動内容

が提案できるよう努める必要

がある。

〔事業№5107〕

特色ある児童館の検討

（子育て支援課）

これまで小学生中心に展開されることが多か

った事業及び館運営について、障害をもつ子

どもを含む乳幼児から18歳未満の幅広い利

用者を対象とした魅力ある児童館を目指しバ

リアフリー化など施設改善等の検討を行う。

特に、中高生・乳幼児・障害児対応の推進を

目指す。

【22年度】

六中跡地に開設予

定の児童館におい

て、中高生が利用

しやすい施設の整

備。

【23年度】

検討

児童館の新設や改

修に併せて、バリ

アフリー化や特色

のある児童館の施

設整備を行う。

中央町児童館の開館時間を

午後８時までとすることに加

え、屋外ボールコートや音楽

スタジオなど中高生が利用し

やすい施設の貸し出しを行っ

た。

【評価】1．2．３．○4

【今後の課題】

継続して、利用しやすい環境

の整備に努める必要がある。

〔事業№5108〕

花とみどりの学習館の子ど

も向け事業の実施

（みどりと公園課）

子どもも対象にした園芸教室等を実施する。 継続
花とみどりの学習館

園芸教室

55回 1519人

内子ども参加者766人

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

園芸の楽しさを伝えるなどの

講座を開催。

〔事業№5109〕

放課後フリークラブ事業の推

進

（教職員・教育活動課）

放課後や学校休業日に学校施設等において、

子どもの安全安心な居場所を確保するととも

に、地域の人材を活用して子どもに様 な々体

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。

「ランドセルひろば」事業：区立小学校の校

庭等において放課後の子どもの安全安心な遊

び場を提供する。

「子ども教室」事業：区立小学校の施設等に

おいて、学校の休業日等に子どもが地域との

交流、文化活動、スポーツ活動等の体験がで

きる機会を提供する。

継続 ランドセルひろば

区立小学校22校で実施

延べ参加人数 202,889人

子ども教室

7団体に委託して7小学校

区で実施

延べ参加人数 11,071人

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

ランドセルひろばの実施に

ついては、雨天時の対応につ

いて要望があるが、校庭に代

わる実施場所や実施方法等が

課題となっている。子ども教

室は、委託団体の確保が課題

となり、実施校区の拡大がむ

ずかしい。

〔事業№5110〕

学校開放

（スポーツ振興課）

学校ひろば、プール開放等を今後とも継続

し、子どもの居場所を確保する。

継続
学校ひろば

２５校

延べ ３,４５３ 回

プール開放

10校

延べ ３１１ 回

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

引き続き、学校休業日の子ど

もの居場所として、学校ひろ

ば、プール開放を実施してい

く。



（２）子育てネットワークづくり

現 状

基礎調査では、就学前児童保護者の５割近くの方が「子育てふれあいひろば」、「乳幼児クラブ」、「乳

幼児のつどい」を今後利用したいと考えています。

子育て中の親が、同じ年頃の子どもやその親と交流することは、他の子どもの様子がわかるだけでなく、

情報交換等を通して多方面からの情報を上手に取り込むことができるようになるなど、不安を解消しながら

親子がともに成長していくことにつながります。

保健予防課・碑文谷保健センターが実施する育児学級や懇談会、児童館が実施する乳幼児クラブや乳幼児

のつどい、幼稚園や保育園の開放などの事業を通して親子の出会いや交流の場を設けるとともに、自主グル

ープの結成や育成を支援しています。

課 題

○子育て中の親が、家庭にひきこもるのではなく、身近なところで交流できる場や機会が必要です。

○子育て家庭が自主的な交流を進めるための場や情報の提供が必要です。

施策の方向

○子育て中の親が、身近なところで、孤立することなく交流できる場や機会の充実を図ります。

○子育てにかかわる自主グループの活動や自主グループ相互の連携を支援していきます。

【評価指標】

指標 現状 目標

子ども・子育てネットの周知度 33.1％ 45％



基本目標Ⅴ 子どもが地域で育つ

【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№5201〕

親子会・子育てグループの

育成

（保健予防課・碑文谷保健

センター）

保健センター等で行われた事業の参加者が、

事業終了後に結成した自主グループ（ハロー

ベビークラスＯＧ会、育児学級ＯＧ会、親子

会など）の活動を支援する。

継続 親子会 ７回 ２３３人
【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

今後も支援していく。

〔事業№5202〕

ふたご・みつごの子育て懇

談会

（碑文谷保健センター）

就学前の多胎児とその家族を対象に、活動を

行っているグループへの支援を行う。

継続 ６回 １７２人
【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

今後も支援していく。

〔事業№5203〕

母親の会

（保健予防課・碑文谷保健

センター）

母親同士のグループワークにより育児不安の

軽減を図る。

継続 実施 ２４回

延べ ８０人
【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

引き続き内容の充実を図る。

〔事業№5204〕

フレシュママの集い

（保健予防課・碑文谷保健

センター）

生後１～３か月までの児と母が集まり、交流

を深め、情報交換をすることにより、育児不

安の軽減を図る。

継続 実施 ２４回

延べ １，００２人
【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

引き続き内容の充実を図る。

〈子育て支援課〉

実施

区立児童館１館

利用延べ人数 12,759人

【評価】1．2．○3 ．４

【今後の課題】

相談員の資質の更なる向上を

図る必要がある。

〔事業№5205〕

子育てふれあいひろば

（子育て支援課、保育課）

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、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

交流の推進を図る。

拡充

（保育園・児童館

10か所）

〈保育課〉

保育園（７か所）

第二上目黒、原町、菅刈、八

雲、目黒、緑丘保育園

田道保育園（ことりの部屋）

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

相談員の資質向上を図る

〔事業№5206〕

「乳幼児クラブ」・「乳幼児のつ

どい」

（子育て支援課）

児童館や学童保育クラブ（単独設置）におい

て、幼児とその保護者を対象に、子どもや親

同士が仲良く交流を深めることのできる場と

して、自主的なグループ活動への支援、専門

家や職員による子育て講座、乳幼児のつどい

等を実施する。

拡大
「乳幼児クラブ」

延べ参加人数

54,449人

「乳幼児のつどい」

延べ参加人数

 8,709人

単独学童保育クラブ

７か所

「幼児のつどい」

延べ登録組数

1,342組

【評価】1．2．３．○4

【今後の課題】

実施時期に応じた適切な周

知、ＰＲに努める必要があ

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№5207〕

子育て自主グループへの支

援

（子ども政策課）

子育て自主グループ登録団体への活動スペー

ス提供・一時保育の場の提供

継続
ほねっとひろばなどにより、

子育て自主グループ登録団体

への活動スペースを提供し、

交流会では一時保育の

場を提供した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

〔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）

子育て情報ポータルサイト「めぐろ子ども・

子育てネット」で子育て自主グループの団

体紹介や情報提供を行うとともに、自主グ

ループ活動の普及や交流を図る子育て自主

グループ懇談会の開催等により、ネットワ

ークづくりを支援する。

継続
子育て情報ポータルサイト

「めぐろ子ども・子育てネ

ット」で子育て自主グループ

の団体紹介や情報提供を行う

とともに、自主グループ活動

の普及や交流会の開催によ

り、ネットワークづくりを支

援した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

〔事業№5209〕

区立保育園開放

（保育課）

保育園在園児以外の親子を対象に保育園の施

設開放や、保育園が行う行事等への参加を促

し、子育て家庭の交流を図る。

（施設開放）

園庭・プール・園舎内空きスペース

（行事など）

身体測定、納涼会、運動会など

継続 園庭開放 １９園実施

プール開放 ４園実施

身体測定 ２１園実施

その他、各園で行われた行

事（お楽しみ会、納涼会、

焼き芋会等）開放

２１園実施

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

施設規模や状況によって、可

能な限り開放することができ

た。

〔事業№5210〕

区立幼稚園の園庭・保育室

開放

（学校運営課）

未就園児を園庭や保育室を開放し、子どもの

遊びを通して交流や保護者の交流を図る場や

機会を提供する。

継続
未就園児実施回数

ひがしやま ２０回

からすもり ５４回

ふどう ２５回

げっこうはら ２５回

みどりがおか ６４回

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

認定こども園への移行園につ

いては、移行に当たって必須

事業である子育て支援事業を

充実していく必要がある。



基本目標Ⅴ 子どもが地域で育つ

（３）子どもの育ちを支える地域活動の推進

現 状

学校では、総合的な学習の時間等において地域の人材を講師として活用し、地域の伝統や文化、産業等を

紹介することで、子どもが地域とのつながりを感じることのできる取組を行っています。

児童館においては、地域の人たちに支えられながら、子どもや保護者等による様々な行事が行われている

ほか、住区住民会議における青少年活動や学校開放運営委員会による活動など、子どもの活動を地域のおと

なたちや青少年委員等が支える活動も進められています。保育園や児童館では、中高生がボランティアとし

て園や館の事業にかかわることで、赤ちゃんや子どもたちとふれあい、次代の親となるための体験を積んで

います。

これらに示すように、地域では、様々な団体、ＮＰＯ、ボランティア、社会福祉協議会、シルバー人材セ

ンターなど、子どもや子育てに関する事業を行う団体や機関が活動しています。また、「青少年問題協議

会」では青少年にかかわる機関や団体の連携を図っています。また、地域ぐるみの子育てを実現するために

家庭、学校、地域の関係者が話し合う場とし、中学校区単位で組織された「地域教育懇談会」では、子ども

が活動しやすい環境を整えるための協力や情報交換等を行っています。

また、非行にかかわった子どもの立ち直りを支えるために、地域の保護司、民生・児童委員、主任児童委

員などによる支援活動も行われています。

課 題

○地域におけるボランティアの固定化傾向にあり、新たなボランティアの発掘と育成に取り組んでいく必要

があります。また、ボランティアを受け入れる態勢を整備することも必要です。

○核家族化や少子化に伴い、子どもたちが異年齢集団や異年齢の人と接する機会が失われていることから、

様々な世代と交流できる機会を設けることが必要です。

○地域と家庭、学校、行政が連携協力しあって、子どもたちが、地域社会の一員としての自覚をもって主体

的に活動できる機会と場の提供をさらに増やす必要があります。

○地域の大人たちが協力し合って多様な学習機会や体験活動、交流活動等の機会を提供し、地域社会全体で

子どもを見守りはぐくむことで地域の活性化を図り、地域の子育て力の向上をめざす必要があります。

施策の方向

○父親を含め家族や地域の人々が児童館行事や活動に参加しやすい環境を工夫し、活動内容の充実も図りな

がら、ボランティアによる地域の子育て支援を進めていきます。

○中高生が、乳幼児とふれあう体験を通して次代の親となる体験を積むことのできる場を提供していきます。

園児とふれあうことで、中高生が地域の良いお兄さん、お姉さん的な役割を担うことができるような働き

かけをしていきます。

○青少年が地域社会を担う一員となるよう、自立性と社会性を身につけるための体験の機会や世代を超えた

交流、地域社会への参加機会の確保などの参画型の事業を積極的に推進していきます。



○多様化する青少年に関する諸問題の解決や青少年の自主活動と社会参加を促進するため、専門的な知識や

技術を身につける機会の提供や健全育成に関する情報提供を行います。

【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№5301〕

児童館でのボランティアの

育成と活用

（子育て支援課）

青少年ボランティアを育成及び活用し、中高

生等が幼い子どもや障害をもつ子どもとふれ

あう機会を提供する。

また、地域のおとながボランティアとして館

の行事や運営に参加し、共に地域の子どもを

育てる。

継続
障害をもつ子どもも利用す

る「あそびのつどい」へ参加

参加延べ人数 120人

ボランティア登録者数

100人

【評価】1．○2 ．3．４

【今後の課題】

児童館ボランティアの目的を

理解し、地域の中からボラン

ティアとなる人材を勧誘、育

成及び活用していく一層の努

力が求められる。

〔事業№5302〕

ふらっとネットワーク

（子育て支援課）

児童館活動を地域で支えていく関係づくりを

目指して、住区住民会議、青少年委員、主任

児童委員など、子どもや地域の人々 と児童館

運営について情報交換を行う。児童館運営会

議（仮称）から、名称を「ふらっとネットワ

ーク」と改める。

継続
各児童館で年間２～６回程度

実施

【評価】1．○2 ．３．４

【今後の課題】

活動をより活性化するため、

活動の理解を図るとともに、

参加しやすい条件設定を図る

必要がある。

〔事業№5303〕

保護者の児童館活動への参

加の促進

（子育て支援課）

保護者が子どもとともに児童館活動に参加

し、同じ子育て世代との交流を進め、保護

者間で子育て情報の交換や発信を深める機

会を提供する。特に父親の行事参加を促進

する。

①保護者が参加しやすい行事の実施

②親子で参加できる行事の実施

③児童館ボランティアへの勧誘と地域のボ

ランティアグループなどへ紹介

継続
①父親の参加を促すため、開

催日を土、日曜日とした。

②野外活動など、父親が興味

を持って参加できる事業を

計画した。

【評価】1．2．○3 ．４

【今後の課題】

父親の子育て参加を促すた

め、父親が参加しやすい活動

の企画等を立案していくこと

が必要である。

〔事業№5304〕

青少年の乳幼児ふれあい体

験

（保育課）

区立保育園全園で、主に中高生の保育体験ボ

ランティアや区立中学校における職業体験学

習の受入れを行い、園児と触れ合いながら、

乳幼児の遊びや生活等を体験してもらうこと

で、ボランティア意識の高揚と地域への愛着

心をはぐくむ。

継続 体験学習

延べ７１９人

ボランティア

延べ１６３人

乳幼児と触れ合うことにより

やさしさや、職業意識が芽生

えた。

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】



基本目標Ⅴ 子どもが地域で育つ

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

〈教育指導課〉

実施
【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

小・中連携子ども育成プラン

に基づき、地域人材を小・中

９年間ににわたって活用する

環境整備

〔事業№5305〕

地域の教育力を活かした教

育活動

（教育指導課、

スポーツ振興課）

①地域・保護者の知識、経験、技術を学校の

教育活動等に活かし、地域とともに学びの

場を創造する。

（総合的な学習の時間やサマースクール

等での人材の活用、昔遊び・地域の歴史

等、中学生の職場体験・進路指導等）

②子どもが、スポーツに親しむための契機と

なるよう地域の各スポーツ活動を支援す

る。

継続

〈スポーツ振興課〉

②各地区でスポーツ大会を実

施したが、東日本大震災の翌

日が実施予定であった碑文谷

地区ドッジボール大会は、中

止となった。

地区スポーツ大会

５地区

延べ２,３５２人

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

地域の関心・愛着を持つ地域

住民と連携し、子どもと一緒

にスポーツ・リクレーション

活動を充実するよう、支援し

ていく。

〔事業№5306〕

青少年団体の育成等青少年

健全育成事業の推進

（生涯学習課）

子ども達が地域の一員としての自覚を持てる

よう、青少年団体や住区青少年部等による

様々な社会体験や自然体験の活動を支援する

とともに、活動の場や機会の充実、情報提

供、指導者の養成等を行う。

継続 地域で行う青少年健全育成

事業に自治総合センターの補

助金を受けられるよう申請

し、事業運営の支援を行っ

た。

また、住区青少年部代表者

会議を年３回行い、各住区の

青少年育成事業の情報交換を

行った。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

青少年育成事業者の活動の場

や機会をさらに広げていく必

要がある、

〔事業№5307〕

地域教育懇談会の活動支援

（教職員・教育活動課）

家庭・学校・地域が連携し、地域での教育課

題の話し合いや情報交換を行い、地域ぐるみ

で子どもをはぐくむ活動の支援を行う。

継続 １０中学校区の地域教育懇談

会に活動経費等の支援を行っ

た。また、22年度から学校

と共催で中学校区単位で「い

じめ問題を考えるつどい」を

開催し、地域と小・中学校の

連携を推進した。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

地域教育懇談会の活動内容の

周知を高め、より多くの地域

住民が地域の子どもの教育に

ついて考え話合い、連携・協

力する仕組みを推進していく

必要がある。

〔事業№5308〕

青少年問題協議会

（生涯学習課）

青少年の健全育成にかかわる総合的な取組の

審議や適切な実施のための連絡調整等を行

い、関係機関・団体等の連携を図っていく。

継続 会議を年３回開催し、青少年

の健全育成に関する情報提

供、情報交換を行い、各団体

や機関の取り組みを知る場、

連携の場となっている。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

議題は定例的なものだけでは

なく、その時 の々ニーズに合

わせたものを加え、さらに活

発な情報交換が行われるよう

工夫していく。



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

〔事業№5309〕

総合型地域スポーツクラブ

モデル事業

（スポーツ振興課）

地域住民が主体となって運営し、子どもから

高齢者まで、地域の誰もが年齢や興味・関心

に応じて生涯を通じて活動できる多種目型の

スポーツクラブの中で、子どものスポーツ活

動の支援を図る。

継続
中学生以下の会員

３２１人

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

スポーツ活動が楽しめる総合

型地域スポーツクラブの活動

充実に

努める。

〔事業№5310〕

学校開放運営委員会の活動

支援

（スポーツ振興課）

学校が子どもの居場所や地域の人々 とのふれ

あいの場、活動の場となるよう、住民の主体

的な参加による学校開放運営委員会を支援す

る。

継続
小学校 22校

中学校 10校

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

住環境や地域のコミュニテイ

の

変化を受けながら、運営委員

会

の活動支援に努める

〔事業№5311〕

地域活動団体への支援

（地域振興課）

地域活動団体が青少年を対象として行う事業

に対して、保険等の加入費を区が負担する。

継続 加入団体147団体

（内、こども・青少年関係団

体21団体）

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

地域活動団体の加入要件は、

青少年を対象として行う事業

だけではないが、一定の青少

年関係団体の加入がある。

〔事業№5312〕

親子ふれあい入浴デー

（産業経済課）

子どもが小さい頃より親子で公衆浴場を利用

する機会をもち、公衆浴場に親しむ。

区内公衆浴場（組合加盟）で毎月第二日曜日

に区内の保護者と子ども二人一組の入浴が無

料で利用できる。

継続 浴場数：19浴場

利用数：2,970組

男湯 ：1,522組

女湯 ：1,448組

【評価】1．②．3．4

【今後の課題】

利用者数増加のため、新ﾎ゚ｽﾀー

を作成し掲示。組合とのPR

方法やｱﾌ゚ﾛーﾁを今後更に検討。

課題は子育て支援部署との連

携。

〔事業№5313〕

保護司会・更生保護女性

会・ＢＢＳ会の活動支援

（健康福祉計画課）

犯罪や非行に陥った子どもの立ち直りのため

の支援及び犯罪や非行防止活動を行っている

保護司会、更生保護女性会、ＢＢＳ会に対し

て必要な支援を行う。

継続 保護司会・更生保護女性

会へ会議等会場提供を行っ

た。

延べ約50回

BBS会への助成

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

〔事業№5314〕

社会を明るくする運動への

支援

（健康福祉計画課）

犯罪や非行の防止と更正の援助に取り組む

「社会を明るくする運動目黒区実施委員会」

の活動を支援し、この運動の趣旨を広く区民

に啓発していく。

継続 各種行事を延べ約3３回

（６,８２３人）行った。

広報用ポスターを区内に

2,000枚掲出

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】




