
基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちをつくる

基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちをつくる

（１）生活安全対策の推進

現 状

子どもが被害者となる犯罪を未然に防止するため、委託警備業者による24時間365日の生活安全パト

ロール活動や、町会・住区、ＰＴＡ等による地域安全パトロールへの活動支援のほか、区報やホームページ

等を活用した防犯広報活動、新小学１年生等への防犯ブザーの配布等を行っています。

学校では、不法侵入者対策として警視庁直通の「非常通報装置」の設置、来訪者の用件を確認してから校

門を開錠する「来訪者確認システム」を導入するとともに、サスマタや警杖といった「防犯用品」を配備し

てきました。さらに、防災対策として地震の強い揺れに速やかに対処するための「緊急地震速報受信機」を

設置したほか、応急救護対策として心室細動発生時の心肺蘇生に有効な「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）」

を設置しました。学校はこれらの機器や用品などを活用した防犯訓練・避難訓練・救護講習を定期的に実施

して、安全体制の向上を図っています。また、登下校時など、校外における子どもの安全対策では、ＰＴＡ

による「防犯パトロール」や区の「生活安全パトロール」といった地域での見守り活動のほか、「めぐろ子

ども見守りメール」による不審者情報配信など、学校・保護者・地域との連携に努めています。

区内の私立幼稚園における安全安心対策にかかる施設整備を促進し、園児の安全性を確保することを目的

に、安全安心対策整備費の一部を補助しています。

課 題

○体感治安の悪化とともに、防犯対策に関する意識が高まっています。子どもが犯罪から守られ、地域で安

全に生活していくためには、家庭、学校、町会、ＰＴＡ、ボランティア団体等が地域で連携を図りながら

活動していくことが求められています。子どもの安全対策は、地域全体で取り組むことが重要であり、そ

れには区民の防犯意識を高めるための効果的な情報提供が求められます。また、区内には、多くのボラン

ティア団体が「目黒地域安全パトロール協力会」に加盟し、登下校時の子どもの見守り活動を行っていま

すが、今後も子ども見守り活動の充実を図るため、新規パトロール隊結成の働きかけや活動促進のための

支援が必要です。

○不法侵入者への対応訓練や救命講習会などを実施し、教職員の危機管理意識を高揚していく必要がありま

す。

○各私立幼稚園において、防犯カメラの設置、門扉の改修、侵入防護柵の設置などの施設整備に対する支援

を引き続き行う必要があります。

○保護者等に対して子どもの安全に関する情報提供を十分に行う必要があります。また、子どもが危険を察

知し、危険に対処する力を身に付けさせ、児童・生徒の安全に対する意識を高めていく必要があります。

○子どもを犯罪から守るための対策を効果的に進めるためには、区内で発生する子どもに対する犯罪等を迅

速に把握して、実態に即した対策を講じることが重要です。



施策の方向

○町会･住区、ＰＴＡ等への働きかけにより、子どもの登下校時を中心とする「見守り隊」等の結成と、既

存の「見守り隊」等に対する活動の支援を行います。また、学校、警察等との連携を強化して、子どもに

対する犯罪や不審者等による子どもへの声かけなどの早期把握に努めるとともに、それらの情報等に即し

た警戒･広報活動を行うなど、生活安全パトロール活動の充実･強化を図ります。

○教職員に対する危機管理研修や不審者対応訓練を実施していきます。

○私立幼稚園に対する安全安心対策事業費補助を継続します。

○情報の正確性や信頼性及び個人情報に配慮しながら子どもの安全に関する情報を適時適切に提供していき

ます。また、大地震や火災などの災害発生時を想定した避難訓練のほか、ＡＥＤなどの応急救護機器を活

用した救命講習などを実施していきます。

○区民の防犯意識を高めるため、区報やホームページ、メール等を活用して、正確でタイムリーな子どもに

関する犯罪･防犯情報を提供します。

【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№6101〕

生活安全パトロールの継続

実施と活動強化

（生活安全課）

犯罪の未然防止と子どもの安全確保を目的

に、警備会社に委託して実施している青色回

転灯装備車両による生活安全パトロールを継

続実施し、犯罪発生状況に即した警戒態勢に

より区民の安全・安心を確保する。

継続 ○24時間３６５日区内全域

のパトロールを実施。

・事件・事故等発生に伴う重

点警戒：170回

【評価】1．2．３．④

【今後の課題】

平成15年以降8年連続して

刑法犯認知件数は減少してい

るものの、子どもへの声かけ

事案など発生している。そこ

で、引き続き、区民の安全に

対する不安感の軽減に向けた

生活安全パトロールによる重

点的な警戒活動や広報活動が

必要である。

〔事業№6102〕

増加傾向にある犯罪防止対

策の推進

（生活安全課）

①犯罪被害を防止するため、防犯グッズ等を

配布

②各種広報・啓発活動の推進

③町会、自治会、ＰＴＡ等への防犯講話

④パトロール団体に対する研修会の開催（年

2回）

⑤生活安全講演会の開催（年2回）

継続 ○警察署と連携して、駅前等

で防犯キャンペーン等を実

施し、防犯グッズを配布。

研修会、講演会で参加者に

防犯グッズ配布。

・研修会2回開催

延べ：75団体、１９１人

・講演会2回開催

延べ：357人

【評価】1．2．３．④

【今後の課題】

今後も、防犯グッズの配布や

研修会や講演会への参加等を

通じて、防犯意識の向上を図

るなど犯罪防止対策の推進が

必要である。



基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちをつくる

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№6103〕

地域安全パトロール団体等へ

の防犯資器材貸与及び防犯

ブザーの配布

（生活安全課）

①地域の防犯パトロール団体の結成促進と活

動支援を行い、地域に即したパトロール態

勢の構築を図る。

②新小学1年生等の登下校時の安全確保の

ため防犯ブザーを配布する。

拡充 ○防犯パトロール新設団体：

4団体（約500人）

（内訳）

町会・自治会等：3団体

事業者：１団体

・防犯資器材貸与：22団体

○防犯ブザーの配布：

2,000個

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

地域に即したパトロール態勢

の構築を図るため、地域安全

パトロール団体におけるリー

ダを育成していく必要があ

る。

〔事業№6104〕

安全・安心に関する情報

提供

（生活安全課）

警察、消防等の関係機関から提供を受けた

防犯情報等を基に、生活安全ニュースを発

行し、住民の自主防犯活動を促進する。

継続 ○生活安全ニュース：12回

発行

情報提供区民団体数：

106団体

情報提供事業者数：27事

業者

○生活安全メールニュー

ス：1２回

配信登録者数：1,035件

○緊急メール配信

送信回数：123回

配信登録者数：21,685件

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

生活安全ニュースに、新たに

区内町丁別の刑法犯認知件数

を同封し、自主防犯活動の充

実・促進を図った。引き続

き、情報提供先の拡大と、よ

り一層の内容充実を図る必要

がある。

〔事業№6105〕

生活安全連絡網の整備

（生活安全課）

警察、消防等の関係機関から提供を受けた

犯罪情報等を、町会・自治会、児童館、保

育園、区立の幼稚園、小・中学校を管轄す

る所管等を通じて生活安全情報として提供

し、住民等の自主防犯対策を促進する。

継続 ○生活安全情報の提供：12

回

【評価】1．２．③．4

【今後の課題】

引き続き、より一層の内容充

実を図る必要がある。

〔事業№6106〕

安全安心対策事業費補助

（子育て支援課）

区内の私立幼稚園における安全安心対策にか

かる施設整備を促進し園児の安全性を確保す

ることを目的に、安全安心対策整備費の一部

を補助する。

継続 安全安心対策事業費補助

４園

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

今後も引き続き、子どもの安

全安心の確保を図っていくこ

とが必要である。

〈子育て支援課〉

各児童館・学童保育クラブ

で、年１回程度警察と連携

し、防犯訓練を実施した。

【評価】1．2．３．○4
【今後の課題】

自然災害なども含めて、子ど

もたちの安全確保を図るとと

もに、危機管理意識を高めて

いく必要がある。

〔事業№6107〕

保育園、児童館等におけ

る危機管理意識の高揚

（保育課、子育て支援課）

犯罪被害防止の訓練や指導を通じて幼児・

児童・生徒の安全確保及び保育園、児童館

等の安全管理を徹底する。

継続

〈保育課〉

22園で非難訓練等実施。

※防犯カメラは既設

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

災害時に保護者へに対する子

どもの安否確認ができる方策

の検討



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№6108〕

学校緊急情報連絡システム

（めぐろ子ども見守りメー

ル）の活用

（教育政策課）

子どもが事件や事故に巻き込まれることを未

然に防止するため、不審者の出没情報など、

子どもの安全に関わる情報を、電子メールを

利用して学校や区から保護者へ配信し、情報

を共有することで、子どもの安全を図ってい

こうとするもの。

継続 メール配信件数

（教育委員会配信分）

58件（不審者情報54

件、お知らせ４件）

（学校配信分）

３５９件

登録者数（登録率）

幼稚園 152人(53.7%)

小学校6,771人(79.4%)

中学校1,397人(68.7%)

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

○生活安全課が配信する目黒

区メールマガジンの生活安全

情報との役割分担を明確にす

る。

○保護者や学校にとってより

利用しやすいメール配信のあ

り方を検討する。

〔事業№6109〕

教職員の危機管理意識の向

上

（教育政策課、

教育指導課）

子どもの安全を確保するためには、日ごろか

ら危機管理意識を持ち続けることが不可欠で

あることから、危機管理研修や非常通報装置

（学校110番）などを活用した実践的訓練

を定期的に実施する。

継続 21年度に作成した「教職員

向け学校安全ハンドブック」

を全常勤教員に配布。

非常通報訓練（学校１１０

番）の実施 ２校

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

○「教職員向け学校安全ハン

ドブック」の充実及び学校で

の活用促進に向けて検討を行

う。

〔事業№6110〕

学校の防災対策・応急救護

体制の充実

（教育政策課、

教育指導課）

「緊急地震速報」を活用した避難訓練や災害

発生を想定した集団下校訓練の実施のほか、

ＡＥＤを活用した救命講習を定期的に実施し

て、学校の防災対策と応急救護体制の充実を

図る。

継続 避難訓練の実施

全幼稚園、小学校、中学校

で、毎月１回以上実施

安全指導（生活安全、交通安

全、災害安全）の実施

全幼稚園、小学校、中学校

で毎月1回以上実施

普通救命講習会の実施

受講者数

① 教職員 143人

② 中学生（５校）

369人

保護者対象応急救護訓練

の実施

受講者数（４校）７７人

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

○教職員向け普通救命講習会

の実施回数を増やし、参加し

やすい体制をつくる。

○普通救命講習会をすべての

中学校で実施するよう、働き

かけを行う。



基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちをつくる

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№6111〕

子どもへの暴力防止プログ

ラム

（教育指導課）

子どもへの暴力防止プログラム（ＣＡＰプロ

グラム）を実施することにより、子ども自身

が暴力から自分を守るための知識や技能を修

得する。

※ＣＡＰとは「Child Assault

Prevention」の略

継続 これまで小学校４年生の対

象に毎年度実施してきた

が、平成２４年度から小学

校の５年生対象に切り替え

るため、その移行措置とし

て１１校で４年生を対象に

実施。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

平成２３年度では、平成

２２年度に実施しなかった

残りの１１校で小学校５年

生を対象に実施する。実施

内容については、５年生用

のプログラムとする。

また、保護者や地域住民の参

加が少ないため、より多くの

参加を促す工夫が必要。

〔事業№6112〕

セーフティ教室

（教育指導課）

児童・生徒の健全育成の活性化及び充実を図

るとともに、保護者・地域の参加による非

行・犯罪被害防止教育の推進を図る。

継続 「連れ去り防止」「薬物乱用

防止」等について、警察をは

じめとする関係機関と連携し

て実施、又は、民間企業の慈

善事業として協力を得て実

施。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

平日に実施する学校が多いた

め、働いている保護者の参加

が難しく、第２部の参観者が

少ない。また、意見交換のも

ち方についての工夫も必要。

〔事業№6113〕

こども110番の家

（生涯学習課）

各種事件や事故等による子どもたちの被害を

未然に防止するため、小・中学校の通学路や

遊び場周辺の在宅機会の多い家庭や商店等の

協力を得て、子どもたちが身の危険を感じた

ときに緊急避難できる場を確保する。

継続 ・区内協力者宅 約２３００

軒。

「こども１１０番の家」事業

チラシを各区立小学校から４

月の新学期に児童に配付して

もらい周知を図っている。

年１回、区報に事業紹介記事

を掲載。区HPにも掲載。

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

協力者をさらに増やし、周知

度をより高めるため引き続き

啓発が必要。



（２）交通安全対策の推進

現 状

交通安全意識や交通マナーの低下から、近年自転車による事故が多発し、自転車同士の事故や、自転車対

歩行者のような、歩行者に対する事故が特に増えています。

子どもや子どもを連れた方が安心して快適に移動できるよう、歩行環境や交通安全施設の改善を進めてい

ます。また、子どもの交通安全意識向上のため交通安全教育等を実施しています。

課 題

○交通安全施設の改善等、児童の登下校時にさらなる交通安全対策を講じる必要があります。

○子どもの交通安全意識が向上するための啓発を継続して行う必要があります。

○子どもたちの交通安全意識を啓発し、交通マナーを遵守させることが必要です。

施策の方向

○通学路や裏通りでの交通安全対策（交通安全施設の改善等）を進めます。

○子どもが、基本的な交通ルールやマナー、自転車の正しい乗り方などを身につけるための交通安全教育等

を継続して実施します。

○警視庁や民間関係機関と連携を図り、交通安全教育を実施します。

【評価指標】

指標 現状 目標

子ども（中学生以下）の交通事故死傷者数 93人 85人



基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちをつくる

【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№6201〕

交通安全教育等

（道路管理課）

子どもの交通安全意識向上のため、警察や保

育園、小学校、区民団体等との連携により道

路横断訓練や自転車安全教室等の交通安全教

育を実施するとともに、交通安全運動や広報

等による啓発を図る。

継続
交通安全教育等

実施回数 ７２回

参加人数 3,984人

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

警察、保育園、小学校、地域

団体等とより効果的な連携を

行えるよう検討する。

〔事業№6202〕

安全確認注意喚起用表示の

設置等

（道路管理課）

子どもを交通事故から守るため、保育園、小

学校、児童公園等の周辺や見通しの悪い道路

等において運転者や歩行者などに注意（安全

確認等）を喚起する電柱巻付幕等を掲出する

ほか、スクールゾーン等への自動車流入抑制

のための地域活動へ支援を図る。

継続 設置枚数 ５２枚
【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

古くなった注意喚起用表示の

効率的な交換方法を検討す

る。

〔事業№6203〕

通学路・裏通りの交通安全対

策

（土木工事課）

通学路や裏通りでの交通安全対策を行い、小

学校児童をはじめとする歩行者のさらなる安

全を確保することを目的とする。区画線や通

学路標識、通学路表示等の整備や交差点内の

カラー化、すべり止め舗装、自発光道路鋲等

の整備を行う。

拡大

【22年度】

１小学校区域

【23年度】

３小学校区域

【24年度】

2小学校区域

【25年度】

2住区区域

【26年度】

2住区区域

実

１小学校区域の整備を行っ

た。
【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

厳しい財政状況での対応とな

るが、今後も歩行者の安全を

確保するために、整備を進め

る。



（３）子育てにやさしい施設等の整備

現 状

自然環境の減少や都市化など、子どもや子育て家庭への環境が大きく変化する中、区では子どもから高齢

者までだれもが利用しやすい施設の整備に努めています。

子どもたちが身近に自然と触れあう近所の公園などでは、遊具、ひろば、みどり、休息する場などだれで

もが安全で安心して利用できる施設を整備するため、みどりの基本計画に基づき、着実に公園等の整備や改

良を行い、平成20年度末の区民1人当たりの公園面積は1.78㎡（みどりの基本計画目標は平成27年度

末2.00㎡）となっています。

目黒区交通バリアフリー推進基本構想、東京都福祉のまちづくり条例などに基づき、子どもたちや障害者、

高齢者など、だれでもが安全で快適に行動できる社会の実現をめざして環境整備を進めるとともに、「目黒

区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」に基づき、まちの環境美化活動を推進しています。

学校施設は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）等の法令に

基づき、障害のある児童生徒等の利用にも配慮して、バリアフリー化を進めています。

課 題

○学校施設は、多くの児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場です。したがって、児童生徒等の健康

と安全を十分に確保することはもちろん、快適で豊かな空間として整備することが必要です。また、学校

施設は、地域住民にとって最も身近な公共施設として、まちづくりの核、生涯学習の場としての活用を一

層積極的に推進するとともに、地域の防災拠点としての役割が求められており、児童生徒、教職員、保護

者、地域住民等の多様な人々の利用を考慮し、そのバリアフリー化を積極的に推進する必要があります。

○妊産婦や子どもを連れた方などだれもが安心して利用できるよう、交通機関、道路、公園等公共施設のバ

リアフリー化が必要です。

○公園施設の安全管理を十分に行い、事故が発生しないように適切な対応が求められています。また、公園

などの遊び場を安心して利用できるよう、周辺の環境づくりとして防犯上の配慮などを行う必要がありま

す。さらに、子どもが健やかに成長していくために、豊かなみどりや生き物が生息する自然環境と接する

場の整備が必要です。

○「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」に基づき、まちの環境美化運動を進め、快適な

まちづくりを進める必要があります。



基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちをつくる

施策の方向

○学校施設の改築や大規模改修時において、バリアフリー法等の法令に基づきユニバーサルデザイン（＊）

による施設整備を行います。

○既設歩道の横断勾配や車道との段差及び公共施設を東京都福祉のまちづくり条例に適したものへ改修して

いきます。

○公園等の整備・改良を進めるとともに、まちのみどりを増やし自然に親しむ機会を充実させていきます。

整備に当たっては、だれもが利用できるよう、利用者の安全確保や利用しやすい施設づくりを進めるとと

もに、主に子どもが利用する場所については、子どもの視点に立った公園づくりをあわせて進めていきま

す。また、遊具や各種施設の適正な管理も行っていきます。

○人が多く集まる駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、公共の場所における喫煙を規制することにより、ま

ちの環境美化を推進します。また、路上喫煙禁止区域内においても、歩行喫煙をしないよう、区民一人ひ

とりのモラル向上を促すための啓発を行っていきます。

【評価指標】

指標 現状 目標

区民１人当たりの公園面積 1.78㎡
2.00㎡

（平成27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№6301〕

ユニバーサルデザインに

よる施設整備（学校、児

童館、保育園等）

（関係各課）

公共的な建築物や公共施設の整備・大規模改

修時において、バリアフリー法、東京都建築

物バリアフリー条例、東京都福祉のまちづく

り条例及び目黒区立施設福祉環境整備要綱に

基づき、だれにでも使いやすい施設整備を進

める。（「だれでもトイレ」、エレベーター

等の設置等）

継続 実績なし
【評価】1．2．3．4

【今後の課題】

〔事業№6302〕

歩道のバリアフリー化推進

（土木工事課）

バリアフリー新法が施行され、すべての人が

日常の活動を円滑に行うことができるように

歩行者空間のバリアフリー化を図ることを目

的とする。目黒区交通バリアフリー推進基本

構想に基づき、区内主要13駅を中心として

バリアフリー化を推進する。

拡大

①横断歩道段差解

消

各年度20か所

②歩道舗装改良

23年度から各

年度

200㎡

実

①歩道の段差解消18箇所

（東山公園周辺の整備）

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

厳しい財政状況での対応とな

るが、交通バリアフリー推進

基本構想に基づき、歩行空間

のバリアフリー化を図る。



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№6303〕

公園等の整備

（みどりと公園課）

みどりの基本計画に基づき、新規の公園等の

質・量の向上を図り、公園等の整備を進め

る。

継続

みどりの基本計画

に

基づき整備を行

う。

主な計画

【22年度】

東山公園（拡張）

【24年度】

大橋一丁目公園

（仮称）

実

２ヶ所

（１）東山公園拡張部

（２）西小山ニコニコ広場

【評価】1．2．3．④

【今後の課題】

達成されている。

今後も継続して事業を進めて

いくことが課題となる。

〔事業№6304〕

公園等の改良

（みどりと公園課）

みどりの基本計画に基づき、既存公園等の機

能改良を着実に進める。

継続

みどりの基本計

画に基づき公園

等の改良を行

う。

実

１ヶ所

（１）碑文谷公園
【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

おおむね達成されている。

今後も改良工事等を継続して

行う。

〔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）

路上喫煙禁止区域を指定し、禁止区域内の公

共の場所における喫煙を規制することによっ

て、喫煙する人としない人が共存できるまち

を目指す。

検討

（祐天寺駅周辺）
喫煙する人としない人が共存

できるよう、副流煙対策とし

て中目黒指定喫煙所に植栽枡

を設置した。

【評価】1．②．3．4

【今後の課題】

建物内の禁煙化により喫煙で

きる場所が減っていることに

伴い、屋外での喫煙者が増え

ている。このため、当面はポ

イ捨て防止や既存の指定喫煙

所の副流煙対策に努める。路

上喫煙禁止区域拡大について

は建物の禁煙化や喫煙率の推

移を見ながら検討していく必

要がある。



基本目標Ⅵ 子どもと子育てにやさしいまちをつくる

（４）子育てのための居住環境の確保

現 状

区では、子どもを育成する中堅所得世帯に向けた区民住宅の提供、住宅の確保が困難な一定基準以下の所

得世帯に向けた区営住宅の提供や民間賃貸住宅に住む住宅の確保に特に配慮を要する世帯に対する家賃助成

などの居住支援を行い、子育て中のファミリー世帯が安心して目黒区に住み続けられるよう住宅政策を推進

しています。

住宅状況や社会事情の変化を受け、平成18年に住生活基本法、平成19年に「住宅確保要配慮者に対す

る賃貸住宅の供給に関する法律（住宅セーフティネット法）」が制定され、住宅の確保に特に配慮を要する

世帯を支援するための国、地方公共団体、住宅関連事業者など、関係者の責務が明らかにされました。これ

を受けて、目黒区としての住宅セーフテイネットとしての施策のあり方を検討しています。

課 題

○目黒区としての住宅セーフテイネットを構築していく必要があります。

○公的住宅の空き家募集に対する応募倍率が高いため、区営住宅等の整備を進めていく必要があります。

○民間賃貸住宅に居住する住宅の確保に特に配慮を要する世帯の居住の安定を図る必要があります。

施策の方向

○子どもを育成する世帯を対象とする公的住宅の確保を図っていきます。

○子どもを育成する世帯に対する民間賃貸住宅居住支援を継続していきます。

【評価指標】

指標 現状 目標

区営住宅空き家募集倍率 45倍 40倍



【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№6401〕

区営・区民住宅の確保

（住宅課）

子どもを育成する世帯など住宅の確保に特に

配慮を要する世帯が区内で安心して住み続け

られるよう公的賃貸住宅を提供する。

拡大

①区営住宅

15団地 567戸

【24年度】

1団地 管理開始

【26年度】

１団地 管理開始

②区民住宅

１６団地 218戸

【26年度】

1団地 管理開始

実

①区営住宅運営

13団地 477戸

②区民住宅運営

１5団地 218戸

【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

〔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）

子どもを育成する世帯に対して家賃助成を行

うことにより、区内居住支援及び子育て支援

を行う。

継続 子どもを育成する世帯に対す

る家賃助成実施 149世帯
【評価】1．2．③．4

【今後の課題】

今後、家賃助成制度の見直し

を進めてゆく。




