
目黒区子ども総合計画

（目黒区次世代育成支援行動計画）

特定事業評価及び改善に関する報告書

（平成22年度）

事業№１２０１ 中高生の社会参加事業

事業№３１１２ 認可保育所整備

事業№３４０７ 親の子育て力向上支援事業（ノーバディーズ･パフェクト事業）

事業№５２０６ 「乳幼児クラブ」・「乳幼児のつどい」
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事業№１２０１ 中高生の社会参加事業

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

１ 事業の概要

「めぐろう」編集発行作業の過程で様々な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。

２ 現況〔21年度末〕

「めぐろう」第 2号の発行に向け編集員の募集をし、3月に8,000 部を発行

区内公私立中学校・高校、児童館、図書館、美術館に配布

３ 計画目標〔22～26年度〕

継続

４ 事業の目的

中高生の地域情報誌作りにより、編集・発行していく過程で、様々な人との出会いや仲間同士の

支え合いを経験することで、主体性や社会性を育むことを目的とする。

５ 実施方法

5月に編集員の募集を行い、オリエンテーション、雑誌の作り方講座、写真撮影実技講習、夏の

合宿などを通して連帯感を深めていった。雑誌作りのプロの指導や区職員のアドバイスを受けなが

ら、ほぼ月 1回のペースで企画・取材・編集会議を開催して進めた。取材等については、区職員及

び編集員経験者（OB.OG）が編集員サポーターとして同行して実施した。

６ 編集委員

（１）活動期間 平成２２年６月～平成２３年３月

（２）実施場所 総合庁舎会議室、中央町児童館

（３）参加資格 目黒区在住・在学の中学生・高校生

（４）募集方法

区内公私立中・高等学校、児童館、図書館等へポスター掲示及びチラシ配布

（５）参加者 中学 2年生～高校 2年生 男女7名

※OB.OG 編集員、編集員サポーター（大学生ボランティア）

（６）活動内容

ア オリエンテーション

イ ワークショップ

ウ 企画･取材・編集会議

７ 経費

雑誌作り講習、印刷製本について業者委託

委託料 2,163,000 円

８ 事務局

子育て支援課（児童館職員）

９ 事業の達成状況

「めぐろう」第３号 8,000部発行

区内中学校・高校・児童館・図書館へ配布
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《23年度に向けた改善策》

学校活動と編集活動の両立（編集作業の確保）

それぞれ学年・部活の有無など、環境、日常のスケジュールが異なる編集員の活動日時の調整

が難しく、取材や校正作業に影響が生じた。

そのため、年間１０回を予定している編集会議だけでなく、日常的に編集員が下校後や部活動後

に立ち寄って、情報交換などがしやすいよう、中高生の夜間利用を実施している中央町児童館（中

高生が使いやすい児童館）を活動の拠点とし、参加しやすい環境をつくるとともに編集作業の効

率化を図っていく。

編集作業の活性化

編集員は、毎年度公募しているが、新規編集員の企画や活動を尊重しつつ、編集員経験者

（OBOG）の経験、ノウハウを活用することにより、内容のマンネリ化を防止や円滑な編集活動

のための支援を行っていく。

☆ 子ども施策推進会議による評価

編集員経験者（OBOG）は、“編集員サポーター”として、編集会議に参加し、さらに取材に同

行するなど、新規編集員の補助に努めて実施していく継続性が大切ではないか。また、児童館を活

動拠点として定着したことにより、編集員が自主的に編集作業を実施できるような環境が整ったと

思われる。編集員だけでなく、児童館利用者からも「めぐろう」の編集活動に興味関心のある利用

者がオブザーバー参加する方法をとるなど、児童館利用者とも交流しながら、企画内容の充実を図

り、地域に密着した紙面づくりをしていくことが必要ではないか。
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事業№３１１２ 認可保育所整備

基本目標Ⅲ 子どもがすべての家庭で大切にされる （１）ワーク・ライフ・バランスの推進

１ 事業の概要

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の保育所（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

公私立合わせて、原則として住区ごとに 1 か所とするが、地域の要保護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

２ 現況〔21年 4月 1日〕

○ 定員 公設公営 1,987人 公設民営 100人 民設民営 359 人 計2,446 人

○ 整備数 公設公営 20か所 公設民営 1か所 民設民営４か所 計 25か所

３ 計画目標〔22～26年度〕

拡大

【22年度】

中目黒駅前保育園（新設） 定員 58 人

私立認可保育所（賃貸型）整備支援（新設） 2 か所 定員 160人

４ 評価指標

保育所待機児 144 人（２１年４月１日現在）

目標（平成 26 年度）：0人

５ ２２年度実績

中目黒駅前保育園（新設） 定員 58 人

私立認可保育所（賃貸型）整備支援（新設） 2 か所 定員 160人

６ 待機児童の推移（各年度とも４月１日現在）

内 訳
年度 待機児童数

0歳児 1 歳児 2歳児 3 歳児 4歳児 5歳児

22 51人 10 22 11 ６ ２ ０

23 59人 12 26 15 ５ １ ０

《23年度に向けた改善策》

引き続き、計画に沿って保育所の整備を行うことにより、待機児童の解消を図り、特に待機児童数

の多い 0・1・2歳児に焦点を当てた具体的対策を検討していく。
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●区立保育園での保育園児への聞き取りアンケートの実施

（１）目的

目黒区子ども条例及び目黒区子ども総合計画に基づき、子どもの権利が尊重され、子どもが

自らの意思でいきいきと成長していく子育ちの大切さとこれを支える取組みを明らかにし、子

どもたちが元気に過ごすことのできるまちの実現を目指すため、目黒区子ども施策推進会議委

員が直接保育園を見学し、年長児への聞き取りアンケートを実施する。

平成 22 年度は、目黒区子ども総合計画（平成 22～26 年度）の評価方法の一つとして、

実際に保育園に通園している園児にアンケートを行い、保育園での子どもの生活の満足度につ

いて調査することにより、事業№３１１２「認可保育所整備」の内容充実の評価を行った。

（２）実施方法

区立保育園の見学を 30 分程度した後、年長児のクラスに入り子どもの活動に参加

しながら、子どもたちへの推進会議委員（小委員会委員）による聞き取りアンケート

を実施した。年長児は 15:15 頃からおやつの時間となるため、グループ毎に（保育

園児４名と推進会議委員１～２名）輪になっておやつを食べながら実施した。なるべ

く全員の園児に順番に発言してもらえるよう配慮した。

（３）実施日

平成 2３年３月２日

（４）実施場所

目黒区立祐天寺保育園（公設公営）

（５）対象

祐天寺保育園年長児 13 名

（６）アンケート結果

資料①のとおり

☆ 子ども施策推進会議による評価

保育園での子どもの様子は、年齢相応に育ち安心して預けられる環境ができていると思われる。

今後は、更に、保育園に預けていない保護者も含めて、子どもと関われることの楽しさ、保護者と

子どもが一緒に居る時間が楽しいと思えるような取組みが必要ではないか。また、保育園だけでなく

乳幼児クラブ等を行っている児童館等も含めて推進してほしい。

待機児童解消に向けては、特に多い 0・1・2歳児に対する対策を講じる必要があると思われる。
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事業№３４０７ 親の子育て力向上支援事業（ノーバディーズ･パフェクト事業）

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

１ 事業の概要

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、子育ての難しさを感じている親の

状況にあわせた段階的なプログラムとして、「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。

２ 現況〔21年度末〕

試行実施 1回 参加者数 10 人

３ 計画目標〔22～26年度〕

新規

４ 評価指標

親の子育て力向上支援事業（ノーバディーズ･パフェクト事業）参加者数 10人（試行実施）

目標（平成 26 年度）：20人

５ 事業の目的

子育て中の保護者を支援するプログラムの実施。子育ての悩みや関心について参加者が課題を出

し合って話し合いながら、自分に合った子育ての仕方を見つけていくことを目的とする。併せて、

保護者の孤立化を防ぐため、育児の仲間作りのサポートを図る。

６ 実施日

（１）平成 22 年6月 16日～7月 21 日の毎週水曜日午前 10時～正午 計6 回

（２）平成 22 年10月 6日～11 月１０日の火曜又は水曜日午前 10時～正午 計 6回

７ 実施場所

目黒区総合庁舎会議室

８ 募集方法

目黒区報（小特集あり）、ポスター掲示、チラシ配布、目黒区ホームページ掲載

９ 対象

未就学児の保護者

10 募集人数

各回 10人（抽選）

11 参加人数

（１）10名（12 名応募）

（２）12名（20 名応募）

12 参加費

茶菓子代 500円

13 事業内容

グループでの互いの知識や体験から学び・支えあい、自分にあった子育て法を見つける。

14 ファシリテーター

（会議やワークショップなどの議論に対して中立な立場を保ちながら話し合いに介入し、議

論をスムーズに調整しながら合意形成や相互理解に向けて深い議論がなされるよう調整す

る役割を負った人）

特定非営利法人 コミュニティー・カウンセリング・センター
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15 経費

（１）112,500 円

講座 内訳 講師謝礼 区職員により実施

一時保育 112,500 円

（２）255,000 円

講座 内訳 講師謝礼 120,000 円（@10,000×2時間×6回）

一時保育 135,000 円

16 参加者の声

・ 色々な方々と話して学んだこと、共感したことで大分肩の力が良い意味で抜けた。

・ 子どもと離れるとき、大泣きされて心配だったけど、毎回安心できる保育者さんがいて子どもも慣

れて笑顔で通えた。

・ 自分だけでは分からないことが多かったので沢山の意見が聞けてよかった。

・ 話し合いの中から自分たちで解決の糸口を見つける、解決したい、しよう、と前向きになれるプロ

グラムだと思う。

・ みんな「ママとして」どう思っているのか、どうしているのか話が聞けて参考になった。

・ 自分の悩みと他の人の悩みとの共通点を見つけられた。

・ 講座をとおして知り合えた仲間で、引き続き自分たちなりの学びの場を持ちたい。

《23年度に向けた改善策》

子育て中の方々に、このプログラムへの関心を持って頂くために「ほねっとひろば」内に講座のお

知らせのポスターを早い時期から掲示したり、利用者に講座で使用するテキストを紹介し広く周知す

る。また、講座が 6 回の連続講座となり、「ほねっとひろば」で講座参加者の一時保育を行うため、

他の利用者に理解を得られるよう配慮する。

「ほねっとひろば」の貸出図書コーナーの図書として置いてある、講座テキストの冊数を増やし、

周知を図っていく。

☆ 子ども施策推進会議による評価

核家族の中で、子育てをしていく親の孤立化を防ぐことや自分にあった子育て法を見つけてもらう

ことが大切な支援であることは理解できる。ただし、1回に参加できる人数と経費を考慮すると、今

後は職員で対応できるように職員の育成への取組みが必要ではないか。
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事業№５２０６ 「乳幼児クラブ」・「乳幼児のつどい」

基本目標Ⅴ 子どもが地域で育つ （２）子育てネットワークづくり

１ 事業の概要

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、専門家の職員による子育

て講座、乳幼児のつどい等を実施する。

2 子育て支援対象事業

（１）「乳幼児クラブ」

・０歳～３歳児と保護者が、子どもたちの健やかな成長を願って、１年間の年齢別のグループ活動

を楽しみながら、地域の中で一緒に子育てをする仲間をつくっていくことを目的にした週１回の

登録・定員制の事業です。

・５月からの活動ですが、定員に空きがあれば、途中入会もできます。

※対象年齢の考え方：各年度の 4月 2 日から翌年度の 4月 1日までです。

（２）「乳幼児のつどい・子育て講座」

・講師や児童館職員による運動遊びや親子体操を楽しんだり、子育てについての話を聞いたりする

事業です。０歳からの乳幼児と保護者を対象にしています。自由参加で乳幼児の保護者ならどな

たでも参加できます。

（３）「ベビー活動」

・今年度の４月２日以降に生まれた乳児と保護者が、おしゃべりや手遊びを楽しみながら、お友達

作りの機会にしてもらう自由参加の乳児活動です。毎年９月からおこないます。

（４）「単独学童保育乳幼児活動」

・児童館未整備地域では、学童保育クラブにて、「乳幼児クラブ」「乳幼児のつどい・子育て講座」

「ベビー活動」をおこなっています。（菅刈学道保育クラブ・田道小内学道保育クラブ・鷹番学

道保育クラブ・目黒本町学道保育クラブ・ひもんや学道保育クラブ・中根小内学道保育クラブ・

宮前小内学道保育クラブ）

（５）「ふらっとネットワーク」

・すべての児童の保護者を対象にした懇談会です。「子育てについて」話し合ったり、「児童館の事

業」について意見を話したりする集まりです。

（６）上目黒住区センター児童館『子育てふれあいひろば』

・0～2歳児と保護者が遊べるスペースや遊具が用意してあり、外あそびや育児講座なども実施し

ています。

また、専任の相談員が子育て相談にも応じます。

（７）児童館の昼食時間開放

・乳幼児と保護者の方は、１２：００～１３：００の時間帯に昼食を食べることができます。

３ 22 年度の主な取り組み

（１） ホームページ・児童館だより・パンフレット等でＰＲの充実を図った。（ホームページコンテン

ツの新設及び充実・イベント情報への更新の徹底・児童館だよりに二次元バーコードの貼り付

け等）

（２） 小学校未就学前児童（幼稚園児童）に対する事業の充実を図った。（乳幼児活動の終了後から小

学生が来館するまでの時間帯）
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（３）乳児（今年度の４月２日以降に生まれた乳児）とその保護者を対象としたベビー（乳児）活動を

平成２２年度９月から全児童館及び単独学童保育クラブ（児童館未整備地域）で実施した。

（４） 子育て支援対象事業に対する利用者アンケートを実施した。

（５） サービスの公平化を図るため、全児童館・全単独学童保育クラブで「乳幼児クラブ」の活動期

間を統一した。

（６） 居住する住区の「乳幼児クラブ」に、希望者が全員入れるよう定員枠の拡大を図った。

（７） 保健センター・子ども家庭支援センター・子ども政策課などへ、パンフレット類の配布を依頼

し、必要な方に紹介してもらうなどして関係機関との連携の強化を図った。

（８） 「乳幼児のつどい」では、区民の方々がより参加しやすい事業とするため、土曜日・日曜日の

開催回数を増やし、内容の充実に努めた。

（９） 学童保育クラブ職員も児童館職員とより一層、連携・協力体制を組み子育て支援事業への関わ

りを深めた。

４ 事業の達成状況〔20 年度・21年度・22年度〕

児 童 館（14館）

※20・21年度は13館
単独学童保育クラブ（５クラブ）

乳幼児クラブ

参加人数

乳幼児クラブ

登録組数

乳幼児の

つどい

参加人数

ベビー活動

参加人数

乳幼児クラブ

参加人数

乳幼児クラ

ブ登録組数

乳幼児の

つどい

参加人数

ベビー

活動

参加人数

20

年

度

48,060人 27,208組 9,212人 3,595人 1,777組 1,633人

21

年

度

45,441人 32,293組 10,159人 2,464人 1,228組 1,252人

22

年

度

54,449人 32,081組 8,709人 3,087人 3,071人 1,342組 1,048人 78人

５ 計画目標〔22～26年度〕

拡大

６ 児童館でのアンケートの実施

（１）実施目的

児童館では、子どもの成長・発達、親子・保護者同士の交流を目的に、あらゆる角度から子育

て支援に伴う活動を実施してきたが、より豊かな子育て支援事業の充実を図るため、乳幼児対

象事業利用者アンケートを実施し、次年度の事業運営の参考にした。

（２）実施日

平成 2３年 1月 19 日～２月 16日

（３）実施場所

目黒区立中目黒住区センター児童館（公設公営）

（４）対象

乳幼児事業利用者
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（５）アンケート実施方法

児童館での事業終了後に利用者アンケートを実施した。

（６）アンケート回収数 72通

（７）アンケート結果

資料②のとおり

（８）アンケート結果の活用

アンケートの結果については、充実した子育て支援事業が展開されているかを点検し、次年度

の事業運営立案の際に参考にし、改善に向けて取り組んだ。

また、他の児童館との乳幼児クラブ担当者会議で情報を共有し課題等について話し合った。

《23年度に向けた改善策》

乳幼児とその保護者を対象に様々な子育て支援事業（乳幼児クラブ・乳幼児のつどい・ベビー

活動・乳幼児自主活動への支援等）を実施することで、子育て中の親が、家庭に引きこもること

なく、身近なところで交流できる場や機会を提供していくことを目的に実施している。子ども総

合計画に係る基礎調査では、就学前児童保護者の５割近くが「乳幼児クラブ」｢乳幼児のつどい｣

などを利用したいと答えていることから、利用者のニーズを的確に把握し、意見・要望等を事業

運営に反映させていくことが求められている。

そのため、22年度に引き続いて児童館独自に「アンケート調査」を実施し、集約結果を踏まえ、

具体的な改善策を図る。

１ 子育て支援事業を区報・ホームページ・携帯サイトを通じて知り、参加された方が５６％を

超えていることから、さらに適時適切な情報の発信や充実したホームページの作成に努め、

携帯サイトによる情報の収集にも迅速に対応するため、「イベント情報」の更新など、その

作業の徹底を全児童館・単独学童保育クラブで一層の改善を図る。

２ ホームページを通して、活動内容の確認や参加の判断を行う保護者にとって、活動の様子を

わかりやすく伝えていくため、利用者へ承諾をとり画像を取り入れたホームページを作成

し、安心して参加できるよう今後も改善を図っていく。

３ 乳幼児に限らず小学校未就学前児童（幼稚園児童）を対象とした居場所の開放や事業の実施

について要望があり、乳幼児活動の終了後から小学生が来館するまでの時間帯（１２：００

～１４：００）に部屋開放や「読み聞かせの会」、「工作教室」などの事業を実施し、更なる

利用促進を図る。

４ 子育ての不安感を解消し保護者同士の交流を早期に深めていくため、乳児（今年度の４月２

日以降に生まれた乳児）とその保護者を対象とした事業ベビー（乳児）活動を平成２２年度

９月から全児童館及び単独学童保育クラブ（児童館未整備地域）で引き続き実施する。
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☆ 子ども施策推進会議による評価

子育て支援事業を通じてより一層、地域に根ざした質の高い児童館運営が展開できるよう、利用対

象者に沿った事業運営や活動形態や周知方法を検討し更なる利用者の拡大を図っていく必要がある。

そのためには、利用者のニーズを的確に把握し、意見・要望等を事業運営に反映させることが不可

欠となるため利用者アンンケートを引き続き実施し、区民サービスの向上に努めてほしい。

また、児童館事業のＰＲ（周知方法）の充実を図っている。特にホームページや携帯サイトで区民

の方々にとって見やすく分かりやすい更新内容に努めた結果、子育て支援事業の利用促進につながっ

たことは評価でき、今後も積極的に情報の発信を行ってほしい。

なお、乳幼児に限らず小学校未就学前児童（幼稚園児童）を対象とした居場所の開放や新規の事業

を実施することで幼児も利用しやすい館運営となったが、今後は更に各年齢層に相応しい内容を精査

し事業展開を図る中で、利用者の拡大につなげていく必要がある。
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資料①

平成 22 年度第 3 回「目黒区子ども施策推進会議」小委員会

保育園児への聞き取りアンケートの実施結果

１ 実 施 日 平成 23 年 3 月 2 日（水）

２ 実施場所 目黒区立祐天寺保育園

目黒区祐天寺１－１０－９

３ 対 象 祐天寺保育園年長児 12 名

４ 実 施 者 子ども施策推進会小委員会委員4 名

５ 保育園での当日の状況

当日の朝、「先生から大学の先生達（推進会議委員）が、年長児のみんなに保育園のことを聞

きに来る」ことを知らされる。園児たちは、自分たちが年長組だから、頼りにされていると思

い「うれしそう」だったとのこと。

聞き取りアンケートの実施方法は、おやつの時間に、園児 4 名ずつの 3 グループに分かれて

食べるところへ、推進会議委員が１～２名ずつ入り、一緒におやつを食べながら聞き取りを行

った。

６ 園児からの主な聞き取り内容

○保育園の活動で好きなことは？

→「ホールでの遊び」（複数回答）

○ホールでは、どんな遊びをするの？

→「中ぶつけ」・・・（中にいる人にボールをぶつける遊び）

→「ネコとネズミ」・・・（グループ対抗の鬼ごっこのようなもの）

○外では、どんな遊びが好き？

→「縄跳び」「マラソン」他「寒くて、めんどうくさい」などの意見が複数あり

○「寒かったり、めんどうくさいときは、どうするの？」

→「めんどうくさくても、ぜんぶやるよ」

○給食は、おいしい？

→「おいしい」（複数回答）

○好きな給食は？

→「カレー」（複数回答）

○おやつは、おいしい？

→「おいしい」（複数回答）

○嫌いな給食は？

→「お酢」「ポン酢」

→「春菊」

→「アサリ」

→「焼き芋」

○嫌いなものが出たときは、どうするの？

→「がまんして食べる」（複数回答）
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○保育園では、友達や年下の子にやさしくできる？

→「できる」（複数回答）

○どんなときにできる？

→「年下のクラスの子とお散歩に行ったときに、手をつないであげる。」

→「年下のクラスの子は、帰りは疲れてしまうので、はげましてあげる。」

○保育園でいやなことや具合が悪いとき先生に言えますか？

→「言える」（複数回答）

→｢具合が悪いときは、保健室へ行って、先生からお母さんに言ってもらう｣

７ アンケートを実施して推察されること

○ 「保育園での活動で好きなことは？」の問に、「ホールでの遊び」の回答が多く、回答内容か

ら体を多く使った遊び取り入れていることがわかる。外での遊びについては、今どきの子どもら

しく「寒い」「めんどくさい」などの意見もあったが、「寒かったり、めんどうくさいときは、ど

うするの？」の問に対し、「めんどうくさいけど、ぜんぶやるよ」と回答があり、逃げずに取り

組む姿勢、忍耐強さなどが育っていることが伝わってきた。

○ 給食やおやつについては、「おいしい」という回答が多かった。当日も多くの子どもが、

おやつ（手作りの黒糖ケーキ・いよかん）のおかわりをしていた。「嫌いな給食は？」の問

に対しては、「お酢」や「ポン酢」などの調味料であったり、「春菊」、「焼き芋」などと言

う子どももいたが、一方で隣の席の子は、「春菊好き」「焼き芋好き」という場面もあった。

このことからも、多くの子どもが共通して苦手なものがあるという感じではなかった。ま

た、「嫌いなものが出たときは、どうするの？」という問に対し、「がまんして食べる」と

いう答えも複数あった。たまたま、みかんが嫌いと言っていた子がいたが、当日のおやつ

の「いよかん」をがんばって食べている様子が見られたことからも、子どもたちが言って

いるとおり、嫌いな物が給食にでても、がんばって食べるということが実践されていた。

○ 年長児に、「友達や年下のクラスの子にやさしくできる？」の問に対し、「お散歩のと

きに手をつないであげる」、「帰りは、疲れているので、はげましてあげる」というよう

な声が多く、他者への思いやりを感じられた。

○ 「保育園でいやなことや具合が悪いとき先生に言えますか？」の問に対しては、ほとん

どの子どもが「言える」と回答していた。また、｢具合が悪いときは、保健室へ行って、先

生からお母さんに言ってもらう｣という回答からも、子どもから直接親にではなく、先生を

通じて親に言ってもらうというような、子どもと保育士等との信頼関係や、保育園と家庭

との繋がりが感じられた。

８ その他

○ 保育園の園庭には、夏みかんの木があり、昨年は 150 個位収穫できたとのこと。収穫

した夏みかんは、栄養士の指導のもと、年長児は、マーマレード作りにも取組み、年中児

は、パンにぬって食べるなど、年齢に応じた食育に対する取組みも実施されている。

○ おやつの際、各テーブルの上に台布巾が用意されていたが、おてふきが無かった。当日の

おやつの黒糖ケーキもみかんも、手で食べるように用意されたものだったので、おてふきの

用意があると良かったのではないか。

以 上
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資料②

平成２２年度 乳幼児対象事業 中目黒住区センター児童館

利用者アンケートの実施結果

１ 実施日 平成２３年１月１９日～２月１６日

２ 対象者 ・水曜日 乳児活動０歳児ちびっ子ルーム ・金曜日０歳児ひよこグループ

・木曜日１歳児アンパンマングループ ・木曜日２・３歳児ペンギングループ

・乳幼児のつどい一般来館の方

３ 回収数 ・回収数：７２通

４ 回答

（１）「乳幼児クラブ」や「乳幼児のつどい」を何で知りましたか？ （複数回答あり）

知人の紹介 区報
ホーム

ページ

当館の

おしらせ

保健

センター
その他 未回答

26人 16人 20人 10人 ３人 ４人 ２人

32％ 20％ 25％ 12％ ４％ ５％ ２％

（２）「中目黒住区センター児童館」や「乳幼児クラブ」・「乳幼児のつどい」をホームページや携帯サ

イトでご覧になったことがありますか？

ある ない わからない 未回答

40 人 31人 １人 ０人

56％ 43％ １％ ０％

【ご意見・ご感想】

・お昼はどこで食べられるか等、細かいことも分かると嬉しい。（同 1件）

・やることが記載されていて分かりやすい。（同２件）

・写真等がもう少し多いと分かりやすい。（同３件）

・サイトの情報が少し分かりにくい。

・検索しようとしましたが、うまく見つかりませんでした。

・中目黒住区センター児童館のＨＰを作ってもらいたい。 ➞回答：【トップページのくらしのガ

イド】＜【子育て・保育】＜【児童館】＜【目黒区立児童館一覧】＜【中目黒住区センター児

童館】で検索できます。または、目黒区内の未就学児を対象としたイベントや他館の乳幼児の

つどい等の開催情報は、イベント情報からも該当月のイベントの検索ができます。

（３）親子の交流・保護者同士の交流などを目的として、様々な自主活動を企画実施してきましたが、

いかがでしたか？

今年度活動実績

・公園遊び ・野菜スタンプ ・手型、足型 ・新聞紙遊び ・ハロウィン （季節行事等）

・アスレチック遊び ・小麦粉粘土 ・絵の具遊び ・風船遊び ・お楽しみ会 ・その他

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 わからない 未回答

31人 17人 ３人 ０人 ０人 ９人 12人

43％ 24％ ４％ ０％ ０％ 13％ 17％

【ご意見・ご感想】

・グループの皆さんのアイデアと意欲そして先生方のかかわりの深さで満足度は変わってくると



14

思う。

・新聞紙遊び等、一人ではできない遊びが集団で楽しく出来てよかった。（同２件）

・季節行事や外での活動も多かったので子どもも母親もリフレッシュできた。

・楽器を使った遊びもやってみたかった。

・０歳児は、折り紙は食べてしまうので、運動などがよいと思う。

・先生方に色々と協力していただけると助かりました。

（４）活動を通じて、保護者の方々やお子様同士のお友達関係や繋がりは広がりましたか？

広がった 普通 広がらなかった わからない 未回答

52人 ８人 ２人 ５人 ５人

72％ 11％ ３％ ７％ ７％

【ご意見・ご感想】

・乳幼児クラブのおかげでお友達ができました。（同４件）

・今後広がると思います。（同２件）

・子ども同士の関わりが大切だと改めて感じることができました。本人も友達との意識が芽生えて

きたようです。（同２件）

・いつも楽しく参加しています。ありがとうございます。

（５）今年度、外部講師等による「乳幼児のつどい」を１４回実施しましたが、内容や回数について

いかがでしたか？

今年度活動実績

・親子体操 （８回） ・子育て講座 ・応急救護講習 ・手作りおもちゃづくり

・楽器で遊ぼう ・親子で楽しむコンサート ・ベビーマッサージ

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 わからない 未回答

37 人 12人 ６人 ０人 １人 ３人 13 人

51％ 17％ ８％ ０％ １％ ４％ 18％

【ご意見・ご感想】

・「いやいやの時期に入ったら・・」の子育て講座が０歳児対象だったので、対象年齢を広げて、

まさに困っている２・３歳児の親が参加できるとありがたかったです。

・子育て講座は、ほとんど聞こえなかった。

・コンサートやエアロビクス等がとても楽しかったので、またやってほしいと思います。

・リトミックや英語をやってほしいです。

・手作りおもちゃ作りは、おもちゃに対して、子どもの月齢が低くて活用できなかった。

・他の児童館に比べ乳幼児向けのイベントが充実していて大変参考になった。（同５件）

（６）今年度から、優先住区に居住する希望者が、その地域の児童館の乳幼児クラブに入会できること

を目的として、０歳児・１歳児・２，３歳児クラスの定員を３０組から３５組程度に増やして活

動をしましたが、各クラスの人数や総数についていかがでしたか？

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 わからない 未回答

23人 ６人 ７人 ０人 ０人 13 人 23人

32％ ８％ 10％ ０％ ０％ 18％ 32％

【ご意見・ご感想】

・途中退会や欠席者の方もいるので、増えても問題ないと思います。
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・全員が出席した場合は少し多く感じる。（同２件）

・月齢で２～３グループに分けてもよいのではないかと思う。

・この時期の 1ヶ月の差は大きいので、なるべく色々な月齢の子どもが交流・活動できるとよいと

思う。（同２件）

（７）親子の交流・保護者同士の交流などを目的として、活動のお手伝いをさせていただきましたが、

職員の関わりはいかがでしたか？

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 わからない 未回答

46人 ９人 ２人 ０人 ０人 ４人 11人

64％ 13％ ３％ ０％ ０％ ６％ 15％

【ご意見・ご感想】

・職員のサポートに助けられました。（同４件）

・とても親切に接していただき嬉しかったです。（同２件）

・質問するとすぐ丁寧に答えてくれるので聞きやすいです。

・参加者の自主性を大切にしてくださる対応でとてもありがたかったです。

（８）その他、活動に参加してのご感想・ご意見などあればご記入ください。

・色々なイベントがあり楽しかったです。（同３件）

・自治体での、このようなプログラムは、特に仕事を持たない子育て主婦には貴重な場だと思います。

是非今後も続けていってもらえると嬉しいです。

・他区には、あまりこのような活動がないところもあるようで、目黒区は充実していると思います。

・午後の部があるなど、開催の時間帯をもう少し遅くしてもらえると参加しやすくなると思います。

・自分たちで活動内容を決めるのが難しかったです。

・次年度も充実した内容にしていただきたいです。（同３件）

＊ パーセンテージは、少数点以下第一位で四捨五入しています。


