
めぐろ子どもスマイルプランⅠ

（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21年度）

事業№312-02 子育て短期支援事業（ショートステイ）

事業№312-03 ファミリー・サポート・センター事業

事業№312-04 産後ヘルパー派遣

事業№313-01 訪問相談

事業№321-02 延長保育



担当課 子育て支援部子ども政策課
A  事業の概要

B　事業の目的

C　計画目標 継続

D　事業の達成状況

単位
１７年度
実績

１８年度
実績

１９年度
実績

２０年度
実績

２１年度
実績

２１年度末
目標値

対目標値21年
度末達成率

定員 人 5 5 5 5 5 5

利用者数（延） 人 48 55 45 41 33

利用日数（延） 人 84 118 76 106 68

決算額 千円 5,366 5,556 5,294 5,355 5,224

事業No.312-02　　子育て短期支援事業（ショートスティ）

☆ 子ども施策推進会議による評価

　保護者が出張、入院、病気の療養、家族の病気の看護、冠婚葬祭などで一時的に子ども
の世話をする人がいない時に、短期間宿泊で子どもを預かります。
　○対象は、原則として３歳以上１２歳以下の子ども。最長６泊７日まで。
　○自己負担金１日2,100円(１泊4,200円、生活保護受給世帯は免除）。
　○区内の児童養護施設（目黒若葉寮）に委託して実施

　一時的に養育が困難となる保護者の子どもを宿泊で預かるサービスを提供することに
より、子どもの身の安全を確保し、保護者の不安感の緩和を図ります。
　また、子ども家庭支援センターの相談業務や虐待防止業務との関わりの中で、問題解
決のための一つの手法として活用することがあります。

　出張や入院等による切実なニーズに対応していること、個々の利用者に合わせてきめ
細かく対応していることから、問題の発生予防や解決策として効果をあげていることを
評価できます。

　今後、利用の拡大・質の向上を図るためには、関係機関・施設等の連携をより密接に
することが望まれます。つまり潜在化したニーズを発見して利用を促すためには、保育
所・児童館・学校・学童保育・主任児童委員等、家庭に身近な施設等に周知を図り協力
体制を作ることが必要です。また困難な課題がある子どもと家庭に対応するためには、
サービス提供施設へのバックアップ体制を強化して質の向上を図ることと、子ども家庭
支援センターや専門機関が施設と協力して援助を行っていくことが必要です。多様な利
用者の要望に応えていくためには、ショートステイだけではなく関連サービスと組み合
わせる等のマネジメントを子ども家庭支援センターが行い、その家庭へのトータルな支
援を行っていくことが必要です。



子育て短期支援事業

事業名

④乖離の原因

⑤22年度に向けた改善策

⑥事業計画が想定した効果がどのように得られたか。

⑦22年度に向けた改善策

⑧どのような点で連携・協力できたか

⑨連携・協力できなかった理由

⑩22年度に向けた改善策

めぐろ子どもスマイルプランⅠ特定事業の評価及び改善に関する報告書（平成21年度）

　関係機関との連携を深めて、当事業を必要とする家庭に対してサービスの向上に努める。

子育て短期支援事業（ショートステイ）

　利用者の継続した利用が見られ、子育て支援としての効果は大きいことから、利用者数だけで
の評価は難しい面もある。ひとり親家庭等の理由により、サービスの必要度が高い家庭が複数
回の利用をしているケースも多く、サービス内容や利用者の満足度は一定の水準を保っていると
考えている。

　今後も利用が必要な家庭が確実に利用できるようにPRに努めていく。

　児童相談所、保育園、児童館、小学校、学童保育クラブ、主任児童委員等と連携し、サービス
を必要とする家庭への情報提供や、当事業を利用中の子どもの生活の安全を図るため、密に連
絡調整を図っている。

　新型インフルエンザの発生により利用中止期間があったため、利用件数の減少。

　子育て世代に浸透するように、事業のPR及びひとり親家庭等から相談を受ける保育園、児童
館、小学校、学童保育クラブ、主任児童委員等に当事業を周知して協力体制を作る。

事
業
内
容

関
係
者
と
の
協
働

①計画と結果の乖離の有無
（②と③の乖離の有無）

事
業
量

②事業計画(交付申請時の計画値） ③21年度実績値

有 ２２０人 ６８人



担当課 子育て支援部子ども政策課
A  事業の概要

C　計画目標 協力会員を毎年20人ずつ増

D　事業の達成状況

単位
１７年度
実績

１８年度
実績

１９年度
実績

２０年度
実績

２１年度
実績

２１年度末
目標値

対目標値21年
度末達成率

登録会員数 人 826 789 877 941 982

（再掲）
利用会員数

人 585 569 628 661 674

（再掲）
協力会員数

人 203 191 221 257 283

（再掲）
両方会員数

人 38 29 28 30 25

援助児童数 人 4737 5148 4762 5208 5554

決算額 千円 8,013 8,637 8,999 8,595 8541

☆ 子ども施策推進会議による評価

B　事業の目的

事業No.312-03　　ファミリー･サポート･センター事業

290 106.2%

　育児援助を必要とする利用会員と育児援助を提供する協力会員が会員登録をし、セン
ターのアドバイザーの紹介で一時的・臨時的に子どもを預かるなどの援助を行います。
具体的には、協力会員が子どもを保育園や学童保育クラブにお迎えに行き、協力会員の
自宅で預かる(状況によっては訪問も可）などで、育児と仕事の両立支援及び子育て家
庭の育児支援を目的としています。
　○対象は、０歳から12歳（小学生）までの子ども。理由は特に問いません。
　（保護者のリフレッシュのための利用は可能ですが、子どもが病気の場合や家事援
　　助、入浴等の援助はできません）。
　○１時間800円。
　○目黒区社会福祉協議会に委託して実施。

　利用会員が必要な時に地域で子どもを預けられるように体制作りを進めることで、仕
事を始めとする社会活動と子育ての両立、並びにゆとりを持って健やかに子育てができ
る環境づくりをすすめます。

 送迎・学童クラブの帰宅後の見守り・保護者のリフレッシュなど多様なニーズに柔軟
に対応していること、利用者の満足度が高いこと、子育て支援と仕事の両立支援につ
ながっていることから、このサービスが子育て支援に高い効果を上げていることを評
価できます。協力会員も徐々に増えていること、障害のある子どもの送迎にも取り組
みはじめたことは評価されることですが、地域偏在はまだ課題としてあげられます。
 今後も、会員の状況に応じた適切な紹介を実施しながら、ＰＲ方法の工夫，利用会員
の協力会員への登録促進など新たな層の開拓、研修会の時間設定の多様化等が望まれ
ます。



ファミリーサポートセンター事業

事業名

④乖離の原因

⑤22年度に向けた改善策

⑥事業計画が想定した効果がどのように得られたか。

⑦22年度に向けた改善策

⑧どのような点で連携・協力できたか

⑨連携・協力できなかった理由

⑩22年度に向けた改善策

めぐろ子どもスマイルプランⅠ特定事業の評価及び改善に関する報告書（平成21年度）

事
業
内
容

関
係
者
と
の
協
働

①計画と結果の乖離の有無
（②と③の乖離の有無）

事
業
量

②事業計画(交付申請時の計画値） ③21年度実績値

有 ８７０人 ９８２人

　保育を提供する事業（保育課、ショートステイ、産後支援ヘルパーなど）の関係職員がファミリー
サポートセンター事業についての理解を広げることや、委託先職員（アドバイザー）が他事業につ
いての理解を深めるために、相互の連携強化に努める。

ファミリーサポートセンター事業

　新規協力会員が受講後に活動を開始する協力会員基礎研修を年３回実施し、協力会員の増
加に努めた。併せて、既存の協力会員を対象にステップアップ研修を実施し保育の質の向上や
知識・技術の一定水準保持を図っている。仕事と家庭の両立支援等に大きく寄与していると考え
る。

　ファミリーサポートセンター事業の本来の相互支援の位置付けについて再度周知しながら、会
員の状況に応じた円滑な運営に努めていく。

　保育を提供する事業（保育課、ショートステイ、産後支援ヘルパーなど）との連携を必要に応じ
て行い、利用会員への情報提供に役立てている。また協力会員基礎研修講師として子ども家庭
支援センター職員を派遣している。

　区民の協力により計画を上回っている。

　協力会員が２８人増加（利用会員９人増加）し計画は達成した。今後も利用しやすさを向上させ
るため、さらに事業のPR方法を工夫し、利用会員への登録促進など協力会員の増加に努める。



担当課 子育て支援部子ども政策課

C　計画目標 継続

D　事業の達成状況

単位
１７年度
実績

１８年度
実績

１９年度
実績

２０年度
実績

２１年度
実績

２１年度末
目標値

対目標値2１年
度末達成率

利用者数（延） 人 232 406 492 498 436

訪問件数（延） 件 1,260 2,241 2,860 2,488 2,477

決算（予算）額 千円 1,533 2,742 3,845 3,022 3,714

☆　子ども施策推進会議による評価

事業No.312-04　　産後ヘルパー派遣

Ａ　事業の概要

Ｂ　事業の目的

　出産後概ね３か月まで(状況によっては産前も可)の子どもがおり、支援を必要とす

る家庭にヘルパーを派遣して、育児や家事援助等のサービスを提供します。

　○当該産婦及び新生児、兄及び姉の世話をする人がいない方

　○同一世帯に１日３時間以内で、最長42時間。午前９時から午後７時(原則）

　○利用者の自己負担金１時間500円（生活保護世帯及び非課税世帯は無料）

　○目黒区シルバー人材センターに委託して実施
　○平成２１年度から多胎児育児支援を開始

　　核家族が多い中、出産・育児に関して子育て家庭が抱える不安を解消する手立て
の一つとして子育て家庭に育児・家事等の援助を行い、安心して出産・育児に臨める
ようにします。保護者の育児に対する不安や負担感を和らげ、地域社会からの孤立感
を小さくすることで、子どもへの不適切な関わりの予防にもつなげていきます。

　出産後の孤立した母親の負担軽減に加えて、精神的拠り所にもなっており、安心し
て出産・育児を行う上で非常に高い効果をあげていることを評価できます。またその
後、家庭が地域社会資源として継続して利用することにもつながっており、地域の関
係を豊かにしています。さらにヘルパーが気になったことは、子ども家庭支援セン
ターに情報集約する仕組みになっており、子どもへの不適切な関わりを予防する点で

も効果が期待できます。
 21年度からは多胎児への育児支援として期間を延長した支援も行われていますが、
さらに多様なニーズに対応していくためには、人材確保の状況や各家庭のニーズを考

慮したサービス提供の仕組みの見直し等も望まれます。



産後ヘルパー派遣

事業名

④乖離の原因

⑤22年度に向けた改善策

⑥事業計画が想定した効果がどのように得られたか。

⑦22年度に向けた改善策

⑧どのような点で連携・協力できたか

⑨連携・協力できなかった理由

⑩22年度に向けた改善策

めぐろ子どもスマイルプランⅠ特定事業の評価及び改善に関する報告書（平成21年度）

事
業
内
容

関
係
者
と
の
協
働

①計画と結果の乖離の有無
（②と③の乖離の有無）

事
業
量

②事業計画(交付申請時の計画値） ③21年度実績値

有 ２０７２件 ２４７７件

　保健師をはじめ、関係機関との連携に継続して取り組む。

産後ヘルパー派遣

　出産後の育児支援と母親への育児不安解消に大きく効果を発揮していると同時に、産後うつの
発症初期にヘルパーを派遣して重度化に至る前に対応ができる。またそのことで子どもへの不
適切な関わりの予防につながっている。

　利用者のニーズが多様化し、また、家事支援の希望が多くなっている状況の中で、産後支援の
趣旨を伝えながら適切な利用の促進を図っていく。

　保健師による案内が効果的であり、多胎児の会などでの説明で利用につながっている。また、
養育に不安がある保護者の状況を発見したときから保健師と連携し、訪問と支援の開始につな
げている。

　多胎児育児支援の延べ１６１件の利用もあり、計画を上回っている。

　さらにPRに努める。



担当部局・課　子育て支援部子ども政策課

B　事業の目的

C　計画目標 継続

単位
１７年度
実績

１８年度
実績

１９年度
実績

２０年度
実績

２１年度
実績

２１年度末
目標値

対目標値2１年
度末達成率

訪問家庭数 件 4 8 10 24 8

訪問回数（延） 回 11 12 11 20 25

決算額 千円 2,332 2,313 2,319 2,250 2,366

事業No.313-01　　訪問相談

Ａ　事業の概要

☆　子ども施策推進会議による評価

　保護者からの子育て相談の中や、保健センターなどからの連絡により、希望する子育て
家庭に保育等の経験が豊かな相談員が個別訪問し、育児相談等にあたります。

　相談員が家庭を訪問することで相談の主訴の元となる家庭の状況、普段の子どもの様子
等を直接把握したうえで適切な助言・指導を行い、保護者の不安や負担感の軽減につなげ
ていきます。

　希望者からの申請に応じる以外に、要支援家庭の情報について関係機関から情報提供を
受け、家庭状況や親子の関わり方に接しながら適切な支援を提供していきます。

　訪問相談は家庭の状況や親子の関わりの実際を把握することができ、適切な支援につな
がるという効果を発揮しています。電話相談で寄せられる内容の中に、訪問を望む場合
や、親子の関係をまず見て欲しい、自分の大変さを見て理解して欲しいという声も増えつ

つあり、相談業務の一端を担う活動となっています。
　また、児童館や保健師など身近な職員が家庭とつながることが必要であり、そのために
支援センターとこれら職員との関係を強化して、情報の集約と提供・専門性のバックアッ
プ等を円滑にし、訪問相談の意義・必要性について関係機関が共有し連携することが必要
です。
　そのためにも、子ども家庭支援センターがマネジメント力をより一層発揮することが望

まれます。

 



訪問相談

事業名

④乖離の原因

⑤22年度に向けた改善策

⑥事業計画が想定した効果がどのように得られたか。

⑦22年度に向けた改善策

⑧どのような点で連携・協力できたか

⑨連携・協力できなかった理由

⑩22年度に向けた改善策

めぐろ子どもスマイルプランⅠ特定事業の評価及び改善に関する報告書（平成21年度）

　要保護児童対策地域協議会の活動を通じ、情報を共有する会議の場で必要な訪問事例の協
議を進めていく。

訪問相談

　子育ての不安や負担感などを抱えている気持ちを聴き、受け止めと、各家庭の状況（子どもの
発達状況、生活等）に合った助言・指導を行い、適切な支援（保健師、ファミリーサポートセン
ター、育児支援等）につなげることができた。

　訪問相談は気軽な子育て相談も受けることができることを周知するとともに、子ども家庭支援セ
ンターと他機関が連携した訪問相談を進めていく。

　病院、保健センター、ベビーシッター協会などとの情報共有が進み必要な訪問を実施した。ま
た、保健師との同行訪問で、家庭の状況の把握と支援の組み立てにつなげることができている。

　訪問相談に対して抵抗感をもつ相談者はいるが、家庭の中に相談に入る方法が少しずつ周知
され始め、微増してきている。

　地域での懇談会などを通じて訪問相談が可能な旨を周知していき、相談に外に出ることができ
ない必要な方への情報提供を行う。

事
業
内
容

関
係
者
と
の
協
働

①計画と結果の乖離の有無
（②と③の乖離の有無）

事
業
量

②事業計画(交付申請時の計画値） ③21年度実績値

有 ３６件 ２５件



担当課　子育て支援部　保育課

C  計画目標 拡大（２０：１５まで）　区立４ヶ所

D　事業の達成状況

単位
１７年度
実績

１８年度
実績

１９年度
実績

２０年度
実績

２１年度
実績

２１年度末
目標値

対目標値21年
度末達成率

1時間延長園（区立） 施設 20 20 20 21 19 18 106%

1時間延長定員（区立） 人 595 595 595 623 885 655 135%

1時間延長園（私立） 施設 1 1 1 1 1 1 100%

1時間延長定員（私立） 人 20 20 20 20 20 20 100%

２時間延長園（区立） 施設 1 1 1 1 2 3 67%

２時間延長定員（区立） 人 10 10 10 10 20 30 67%

２時間延長園（私立） 施設 2 2 2 2 2 2 100%

２時間延長定員（私立） 人 50 50 50 50 50 50 100%

決算額 千円 6,192 7,614 7,566 7694 7662

☆　子ども施策推進会議による評価

事業No.321-02　　延長保育（区立及び私立認可保育園）

Ａ　事業の概要

Ｂ　事業の目的

　区立認可保育園21園及び私立認可保育園３園において18：15以降、１時間又は２時間の延長保育を
実施し、保護者の就労に応じた保育サービスの提供を行っています。
  ○２時間（20:15まで）保育実施園：（区立）目黒保育園、八雲保育園、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （私立）双葉の園保育園、緑丘保育園
　○１時間（19:15まで）保育実施園：（区立）上記以外の１９園、（私立）のぞみ保育園

　延長保育を実施することで、保護者の実際の就労形態に即した保育サービスを提供し、保護者の就
労及び子育ての両面での支援をすすめます。

  量的には、利用希望に概ね応えているが、利用者数は地域によってバラつきが見られるようです。
また、延長保育定員枠が設定され申込制になっていることから、申込時点で定員枠を満たしている
場合も あります。しかし、実際の利用者は申込数を下回っている状況もあるようです。今後、柔軟
な対応が求められます。



延長保育促進事業（私立認可保育園）

事業名

④乖離の原因

⑤22年度に向けた改善策

⑥事業計画が想定した効果がどのように得られたか。

⑦22年度に向けた改善策

⑧どのような点で連携・協力できたか

⑨連携・協力できなかった理由

⑩22年度に向けた改善策

めぐろ子どもスマイルプランⅠ特定事業の評価及び改善に関する報告書（平成21年度）

私立保育園における延長保育事業は、各保育園の自主事業として行っていることから、その事
業の実施に係る部分については各保育園に委ねているため。

各保育園の自主事業として委ねていることから、保護者ニーズ等を踏まえて協力を訴えていく。

延長保育（私立認可保育園）

利用者の多様な就労状況に対応した保育が一定程度できているものと考える。

引き続き安定した事業運営を図っていくとともに、利用者の多様なニーズに可能な限り対応でき
るよう各私立保育園の状況も踏まえて検討を進めていく。

 私立保育園における延長保育事業は当該保育園の自主事業として行われているものである
が、今後も引き続き安定した事業運営を図っていくことができるように支援していく。

事
業
内
容

関
係
者
と
の
協
働

①計画と結果の乖離の有無
（②と③の乖離の有無）

事
業
量

②事業計画(交付申請時の計画値） ③21年度実績値

無 ３ヶ所 ３ヶ所


