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１ 子どもの数の推移 
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    ○18歳未満人口（全人口中に占める割合） 

 平成 16年 10月 29,499人（11.95％） 
平成 17年 10月 29,479人（11.88％）  

 
２ 出生数の推移 
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    ○平成 16 年 1,731 人 

平成 17 年 1,798 人 

 
 
 
 
 

年齢別人口と子どもの割合 

※各年 10月 1日現在、住民基本台帳。外国人登録者数を含まず。

％ 千人 

年 
昭和 平成 

人 目黒区の出生数 

資料：住民基本台帳による（区勢要覧 2005年）
昭和 平成 

年 
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３ 合計特殊出生率の推移 
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   ○平成 16年  国 1.29、都 1.01、目黒区 0.72 
   平成 17年  国 1.25、都 0.98、目黒区 0.71 

 
 
４ 児童福祉費の推移（当初予算額。単位：億円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○主な事業の例（18年度） 
  ①児童福祉総務費   職員人件費、児童・特別児童扶養手当支給、児童手当支給、 

乳幼児等医療費助成、私立保育所への保育委託、認証保育所補助 
  ②家庭福祉費     ひとり親家庭医療費助成、ひとり親家庭ホームヘルプサービス 
  ③児童福祉施設費   保育所運営、児童館・学童保育クラブ運営 
  ④児童福祉施設建設費 保育園改築、保育園整備 
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合計特殊出生率の推移 人 

※17年は推計値

昭和 平成
年

①児童福祉総務
③児童福祉施設費 

④児童福祉施設建設費

②家庭福祉費

億円 

105.4 

（102.6） 

99.9 

（98.9） 

104.7 

（96.8） 

値：予算額合計 

   （  ）は、児童福祉建設費を

除いた合計額 
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目黒区地域福祉審議会における 
平成 17 年度「めぐろ子どもスマイルプラン～目黒区次世代育成支援行動計画～」に 

関する事業実施報告書に対する意見と区の対応 
 
○開催日時：平成 18年 7月 18日 午後 2時から午後 4時、開催場所：目黒区総合庁舎大会議室、委員氏名：別紙名簿のとおり 

地域福祉審議会意見 区の対応 

《個別事業について》 

○子育て短期支援事業（ショートステイ）(Ｐ20、P44) 

・受入定員１日 5人とあるが、どういう環境の子どもが利用しているのかを示
していく必要もあるのではないか。そうすることで、こういう事業が必要だと

いう強いメッセージを出せると思う。 

・ひとり親家庭の保護者が仕事で出張、または病気の療養（育児疲れを含む）

の場合や、母親の入院、家族の病気の看護などで、子どもの世話をする人がい

ないときに、区内の児童養護施設に委託して短期間子どもを預かっている。P20
及びＰ44に追加記載した。 

○自主グループ情報の提供(P25) 

・7 団体参加とあるが、参加しなかった団体はなぜ参加しなかったのか、そう
いったことを明確にしていかないと、広がらないのではないか。分析してほし

い。 

・前年度に実態調査を行った。団体の活動内容や構成メンバー等を把握し、デ

ータ公開に同意している団体については、区民に情報提供を行っている。また、

グループの横のつながりをつけるために懇談会を実施し、16団体に呼びかけを
行い、７団体の参加を得た。参加団体数が少なかったのは、初回ということで

なじみがなかったこともあると思うが、少人数の団体では必要性を感じていな

い団体もあると思われる。今後さまざまな機会をとらえてＰＲに努めていきた

い。 
○乳幼児健康支援一時預かり事業《病後児保育》 (P27、Ｐ45) 

・お金もかかることで、やっているところは厳しいと思うが、どういう状況で

やっているのか。これからも働く女性が増えていくと思うので、とても必要な

事業である。支援をすすめてもらいたい。 
・（休止中について）みていただく先生がいなければ、立派な計画を作っても何

にもならない。 

・18年１月から開始した。問い合わせや要望が多い事業である。小児科医がい
ることを前提としているが、当該クリニックでは小児科医が退職してしまい、

現在休止中である。早期の再開を要請しているところであるが、区では、今年

度中に新たにもう 1施設での開始を準備していきたい。 

○育児支援家庭訪問事業①育児・家事等の援助《産後ヘルパー派遣》（P43） 

・「ヘルパーの人数に限りがある」と記載があるが、そういうことでは困る。 
・年度後半は利用が急増したが、委託先の都合で利用を断ったケースは無かっ

た。今後の事業拡大に向けて、委託先に人材の養成を依頼している。 
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地域福祉審議会意見 区の対応 
○②専門的な家庭訪問支援《訪問相談》（P43) 

・関係者間での連携等の欄に「同行訪問することによって…」とあるが、誰と

誰がどういう同行訪問することによって、どういう効果をあげたかが記載がな

い。 

・在宅の重度心身障害児宅を保健センター保健師に同行訪問し、２回目以降は

支援センターワーカーが子どもの発達、生活に関する助言・指導を行った。子

どもの進路の相談に関して、家にこもりがちの母子を保育園見学に連れ出すな

ど訪問相談ならではの援助が実施できた。また児童相談所の児童福祉司と要支

援家庭を初回訪問し、その後は機を見て子ども達の状況を把握し、関係機関と

連携し、最終的には子ども達の施設保護につながった。P43に追加記載した。 

○保育園での青少年ふれあい体験(P46) 

・「随時ボランティアを受け入れ」とあるが、どんな中身なのかも記載する必要

がある。 
・対象は、中高生か？大学も入るのか。社会福祉協議会や学校との連携につい

ても記載してあるといいと思う。 

・事業内容は、園児とふれあいながら、乳幼児との遊びや生活を体験してもら

っている。また、ボランティアの年代に応じ保育環境整備（遊具の準備および

後片付け、プールの開始の準備および後片付け、園庭の清掃等）も手伝っても

らっている。 
・小学生から社会人まで随時受け入れている。学校と連携し、総合的な学習の

時間やクラブ活動などを通して児童・生徒が参加しているほか、社会福祉協議

会を通したボランティアの受け入れを行っている。 
・上記２項目について、P46に追加記載した。 

《実績報告・評価の方法について》 

・報告書を作って、このままでいいということでは困る。いろいろ評価はして

いるが、次のステップにつなげる部分が欠落している。 
・どういうタイプの人が利用していて、今後どういう人たちの利用を考えてい

かなければならないのか、（計画の開始）前と後とで、どう変わってきたのか、

利用者のタイプ別など、きちんと分析をしておく必要がある。 
・時間、コストなどの実績も記載していいのではないか。 
・計画を策定したことで、どこがどう改善されたのかがわかるような報告書を

作成してもらいたい。 
 

・１８年度実績からは、子ども条例に基づき設置予定の子ども施策推進会議に

おいて、次世代育成支援行動計画の評価の仕方や次年度の事業への反映の方法

等について、検討を行っていく。 
 

 



 59

目黒区地域福祉審議会委員名簿 
      

任期：平成１８年７月１８日から２０年７月１７日まで 

氏     名 職  名  等 

学識経験者 

安梅 勅江   あんめ ときえ 

 石渡 和実   いしわた かずみ 

 大橋 謙策   おおはし けんさく    

 小林 良二   こばやし りょうじ    

 

筑波大学教授 

東洋英和女学院大学教授 

日本社会事業大学学長 

東洋大学教授 

区議会議員       

 雨宮 正弘   あめみや まさひろ 

 青木 早苗   あおき さなえ 

 

生活福祉委員会委員長 

生活福祉委員会副委員長 

社会福祉関係者     

 木村 髙久   きむら たかひさ 

倉橋 由紀子  くらはし ゆきこ 

砂原  礼   すなはら れい 

松井 比呂美  まつい ひろみ 

 

社会福祉法人目黒区社会福祉協議会事務局長 

目黒区障害者団体懇話会会長 

指定居宅介護事業者目黒区連絡会会長 

特別養護老人ホーム清徳苑施設長 

保健医療関係者    

 伊藤 圭史   いとう よしふみ 

 三浦 典子   みうら のりこ      

 安田 一成   やすだ かずしげ     

 

社団法人目黒区医師会副会長 

目黒区薬剤師会理事 

社団法人東京都目黒区歯科医師会理事 

区内関係団体     

 天羽 晴子   あまは はるこ 

安藤 悠紀子  あんどう ゆきこ 

石塚 友宏   いしづか ともひろ 

岡田 久次   おかだ ひさじ 

斉藤 義明   さいとう よしあき 

薩日内 小弓  さっぴない さゆみ 

 

目黒区社会福祉協議会ファミリー・サポート・センター協力会員 

目黒区民生児童委員協議会南部第２地区民生児童委員会長 

目黒区住区住民会議連絡協議会北部地区委員 

目黒区老人クラブ連合会副会長 

ミニデイ･サロン連絡会副代表 

目黒区社会福祉協議会ボランティアセンター登録会員 

公募区民       

 小室 公治   こむろ こうじ 
小山千加代   こやま ちかよ 
中桐ヒロミ   なかぎり ひろみ 
廣瀬志津代   ひろせ しづよ 
宮﨑 久子   みやざき ひさこ 

 

名簿の順番は、分野別に５０音順とした。 
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