
Ⅴ 子どもが地域で育つ

(1) 魅力ある居場所の拡充

事業番号 事業名 事業概要 担当課 26年度実績

22年度から
26年度まで
の実績への評
価

5年間（22年度から26年度）の事業総括

5101 障害児放課後日中
一時支援事業

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。

障害福祉課 Believeびりぃぶ
放課後活動　延べ２９０２人
学校長期休業中活動   延べ４６７人

3　(ある
程度達成
した）

スマイルプラザ中央町において、
小学4年生から高校3年生までの
障害児の放課後及び学校長期休業
中の居場所を確保し、社会への順
応性や自立心を育てるために、小
グループを中心とした活動を行っ
た。

5102 児童館整備 ・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

子育て支援課 移動児童館・出張児童館の実施
【西部地区】
緑が丘児童館　実施回数　１３５回
　　　　　参加延べ人数　５８４３人
八雲児童館　　実施回数　　　６回
　　　　　参加延べ人数　　４９２人
【南部地区】
原町児童館　　実施回数　　　８回
　　　　　参加延べ人数　　７５２人
向原児童館　　実施回数　　１８回
　　　　　　　　参加人数　４９２人
【北部地区】
東山児童館　　実施回数　　１０回
　　　　　　　参加人数　７３８人
【東部地区】
区民ｾﾝﾀｰ児童館　実施回数　４回
　　　　　　　　参加人数　６０人
　
合計実施回数　１８１回
述べ参加人数　８３７７人

3　(ある
程度達成
した）

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）同時
に「移動児童館」「出張児童館」
「出前講座」などを実施し、未整
備住区へ児童館事業を提供してき
た。とくに未整備地域の中でも利
用者からの要望が多い、西部地区
については、平成２２年度と平成
２６年度の事業実績を比較する
と、「移動児童館」「出張児童
館」の回数・参加延べ人数ともに
3倍余（４４回から１３５回、１
７９１人から５８４３人）と大幅
に伸びてきている。東根、宮前、
中根、大岡山西住区及び宮前地域
では、乳幼児活動、工作活動を中
心にすべての地域で行ない回数も
増やしてきた。移動児童館のノウ
ハウを活かし、居場所として遊べ
る空間を用意してきた。また、近
隣保育園やこども園へ出張工作を
行ない子どもを通して児童館の楽
しさを周知し、親子で土・日曜日
への利用へ繋げていくことができ
た。乳幼児活動の需要は高く、東
根住区では毎週木曜日に親子の居
場所として活動が定着してきてい
る。小学生は、学校が早く終わる
水曜日を中心に行なってきたが、
居場所の拡充から水曜日以外にも
実施できるか検討していきたい。
現在、区有施設の見直しが進めら
れている中で未整備地域について
は、区有施設の有効活用を積極的
に取り入れられるよう働きかてい
きたい。同様に南部地区でも小中
学校PTAなどから、子どもが安心
して過ごせる居場所作りを踏ま
え、「出張児童館」や「懇談会」
などの実施に際して、連携協力が
図られてきた。今後の課題とし
て、常駐できる職員の配置があれ
ば、児童館未整備地域の子どもの
居場所としてサテライト児童館等
の運営（開設）ができるのではな
いかと考える。
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事業番号 事業名 事業概要 担当課 26年度実績

22年度から
26年度まで
の実績への評
価

5年間（22年度から26年度）の事業総括

5103 子どもの発想を活
かした児童館運営

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。

子育て支援課 児童館事業の中で小学生や中高生を対
象とした事業の実施に際して、「子ど
も会議」を開催し、子どもたちの意見
要望を取り入れている。開催は、年度
内の前・後期に１回程度、また四半期
に１回程度の実施が定着化している。

4　（達
成した）

児童館事業では、事業の大小に関
わりなく、子どもたちの声（意見
要望）を踏まえた事業の実施が前
提にある。それぞれの事業の中で
必要に応じて、子どもたちから意
見を引き出しやすい環境づくりに
配慮した事業運営を行っている。
また、「子ども会議」と称して、
定期的に年間の節目となる時期に
子どもたちが集い、自らの意見を
発信したり、事業の企画立案をし
たり、事業の実施に際して子ども
たちの意見が不可欠なものになっ
てきている。

5104 ランドセル来館の
充実

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）

子育て支援課 ランドセル来館１４館一日　合計１４
８人利用
1館一日　１０人利用
登録数　１０５４人～１１７７人　内
２０人（障害児）

3　(ある
程度達成
した）

ニーズ量の調査による放課後健全
育成事業における需要量見込み
は、低学年１９４１人高学年９２
２人である。２６年度の学童保育
クラブの在籍児童数１３６７人と
ランドセル来館登録児童数１１７
７人合計２５４４人であることか
ら、見込み量については概ね達成
したといえる。

5105 児童館における中
高生の居場所の拡
大

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。

子育て支援課

5106 障害をもつ子ども
への居場所の提供

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。

子育て支援課 「あそびのつどい」を実施
児童館　１４館　実施回数　１１３回
述べ参加人数　２，５９６人
「保護者懇談会」を１回実施
１０月２４日に開催　保護者１８人・
区内事業所４人　出席
児童館・学童クラブ職員と情報交換・
要望などについて交流した。
目黒区障害者自立支援l協議会子ども
部会へ児童館長・職員が毎月１回参加
し意見交換・情報共有を図った。

4　（達
成した）

児童館障害児対応事業「あそびの
つどい」は、実践検討を実施し、
障害に対応した内容の検討や障害
児理解・充実を図るための取り組
みを行なっている。また、小学生
だけでなく、中高生利用の活動場
所として、平成２３年度からは中
学校支援教諭との懇談も始めた。
平成２４年３月、保護者の要望に
応えるため「困ったときの相談窓
口」相談機関一覧表を作成、現在
も随時改正発行している。さらに
平成２５年７月に目黒区障害者自
立支援協議会専門部会として児童
部会を立ち上げ、平成２６年３
月、目黒区障害者自立支援l協議会
子ども部会として正式に発足し、
児童館長・職員が毎月１回参加し
意見交換・情報共有を図ってい
る。

「ティーンズ・フェスタ･イン・めぐ
ろ２０１４」を実施。中高生の意見要
望を捉え主体的な参加・参画を促すた
めに、地域・協力団体・行政機関と連
携し世代を超えた交流を図り中高生の
社会参加を図った。
また、区内公私立中高校生が参加しや
すい事業とするため、学校の行事日程
等を調べ日程の設定を行った。
①東日本大震災で被災した生徒の進学
を支援するため若草リボン基金への募
金活動やリボンバッジの販売を実施し
た。
②区内公私立中学校・高校を通じた参
加・参画の取り組みを実施した。
③地域育成団体や民間企業と協力し未
成年者の飲酒防止啓発活動等を実施し
た。
④区内障害者就労支援施設と協力し、
施設で作っているラスク・クッキー・
小物雑貨等の販売を実施した。
⑤区と協力し、「子ども条例」の啓発
活動やスポーツ振興のためパネル展示
等を実施した。
参加人数２０６人（中高生スタッフ・
地域協力団体等）来場者人数４９２人

3　(ある
程度達成
した）

「ティーンズ・フェスタ･イン・
めぐろ」を22年度から２６年度
まで５回実施。中高生の意見要望
を捉え主体的な参加・参画を促す
ために、地域・協力団体・行政機
関と連携し世代を超えた交流を図
り中高生の社会参加を図った。
実施場所としては、スマイルプラ
ザ中央町や目黒中央中学校を会場
とし2回実施したが、より中高生
にとって魅力ある事業とするため
文化的発表やスポーツができる施
設機能を存分に活かし目黒区民セ
ンター体育館・ホールに会場を変
更し継続的に実施した。
実施内容として文化的イベント(音
楽・演劇等）・スポーツイベント
（バスケットボール大会、ミニバ
レー大会等）・ゲーム大会・障害
就労支援施設による販売・東日本
大震災に伴う復興支援への活動・
子ども条例の啓発活動等を中高生
スタッフが主体的に取り組み実施
した。
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事業番号 事業名 事業概要 担当課 26年度実績

22年度から
26年度まで
の実績への評
価

5年間（22年度から26年度）の事業総括

5107 特色ある児童館の
検討

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。

子育て支援課 26年度、中学生５,３７６人、高校生
８,８５６人利用
「スマイルカフェ」中高生相互の交
流、自己実現の場として毎週土曜日の
夕刻に実施　年間５６回　延べ７４５
人参加
「音楽スタジオ利用登録者（バン
ド）」バンド登録５０組（男８６人・
女７８人）個人登録１１人（男８人・
女３人）
「チャリティライブ：MEGROCK」
バンド登録者による自主企画、第８回
を８月２４日実施　来場者５１人　募
金１,１１７円、第９回を３月２１日
実施　来場者５２人　募金１,９７１
円　合計３,０８８円を目黒区を通し
て気仙沼へ送金した。

4　（達
成した）

区内にある児童館の中で中高生の
利用状況や利用実績を比較すれ
ば、中央町児童館が中高生にとっ
て魅力ある児童館であることは間
違えない。今後も区内における中
高生活動の実践や中高生の居場所
として担う役割は大きく、中高生
のニーズに適格に応えられる児童
館運営と活動環境の整備が求めら
れている。

5108 花とみどりの学習
館の子ども向け事
業の実施

子どもも対象にした園芸教室等を
実施する。

みどりと公園課 ５７回　延べ参加者1,604人　内子ど
も参加者661人

3　(ある
程度達成
した）

事業内容に大きな変更はないが、
毎年安定した参加児童を集めてき
た。今後も体験学習の場としての
機能を充実させていく。

5109 放課後フリークラ
ブ事業の推進

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々な体
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。

教職員・教育活
動課

1　｢ランドセルひろば」事業
　【実施回数】小学校２２校
　【延実施日数】3,398日
　【延参加児童数】179,517人

２「子ども教室」事業
　【実施団体】12団体（新規3団
体）
　【実施回数】1,075回
　【延参加人数】19,554人

3　(ある
程度達成
した）

ランドセルひろばでは、事故防止
や緊急時対応の円滑化などのた
め、管理運営員に対する研修等の
充実を図ってきたが、今後とも引
き続き管理員のレベルアップに努
める必要がある。

子ども教室では、順次、実施団体
の拡充を図り、平成２６年度には
１２団体となったが、今後も、さ
らなる実施団体の拡充を目指す。

5110 学校開放 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。

スポーツ振興課 ①学校ひろば　２４校　延べ１,９６8
回
②プール開放　　6校　延べ１42回

3　(ある
程度達成
した）

子ども達や地域の安全な遊び場と
して、小・中学校の校庭（学校ひ
ろば）と小学校プール（プール開
放）を実施してきた。

(２) 子育てネットワークづくり

事業番号 事業名 事業概要 担当課 26年度実績

22年度から
26年度まで
の実績への評
価

5年間（22年度から26年度）の事業総括

5201 親子会・子育てグ
ループの育成

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。

碑文谷保健セン
ター

自主的活動が軌道にのったため２４年
度で終了した。

4　（達
成した）

平成22年度は7回・233人、平
成23年度は10回・180人、平成
24年度は７回・178人の参加が
あった。
自主的活動が軌道にのったため、
平成24年度で終了した。

5202 ふたご・みつごの
子育て懇談会

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。

碑文谷保健セン
ター

6回　１７３人 3　(ある
程度達成
した）

参加者数は年により増減あり。産
前産後に参加でき、情報交換や交
流ができる貴重な場となってい
る。

5203 母親の会 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。

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

２４回　85人 4　（達
成した）

母の背景は育児不安から離婚問題
に至るまで様々である。悩みが多
様化かつ重度化する傾向にある。
自分が話し、相手の話を聞くこと
によって、悩みの共有と安心、母
の持つ力の増強、及び母子関係の
改善に役立っている。
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事業番号 事業名 事業概要 担当課 26年度実績

22年度から
26年度まで
の実績への評
価

5年間（22年度から26年度）の事業総括

5204 フレシュママの集
い

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。

保健予防課・碑
文谷保健セン
ター

24回　1311人 4　（達
成した）

母同士の交流が地域での仲間作り
に発展し、子育てにおける孤立化
防止及び育児不安の解消につな
がっている。

5205 子育てふれあいひ
ろば

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。

子育て支援課 子育て相談事業、子育てに関する各種
講座の開催、児童館と連携した乳幼児
活動、目黒区の子育て情報の発信と収
集を実施した。
また、サービスの拡充を図るため、児
童館と連携した一体的な運営や開室時
間の見直しを実施した。
年間利用者数１３,８２４人　行事･講
座参加者数１,５８８人

3　(ある
程度達成
した）

０～３歳の子育て家庭を中心に子
育て相談や各種行事、講座を実施
し地域の方々・保護者・乳幼児が
交流できる場や機会を実施した。
また、地域に根ざした子育て支援
の拠点としての役割を果たすため
に児童館と一体的に事業を展開す
る中で、独自に利用者アンケート
を実施するなど利用者のニーズ・
意見･要望を把握し事業内容や開
室時間等課題を整理し子育て支援
策の向上に努めた。

保育課 区立児童館１館
区立保育園６園
私立保育園１園に設置

3　(ある
程度達成
した）

子育て家庭につどいの広場を提供
することにより、安心して子育て
ができるよう年齢に応じた遊びの
提供や子育て相談を行った。ま
た、子育てサークルの場になるよ
うに支援してきた。開設から年数
が経過したことや各ひろばの環
境、行事の充実を意識してきたこ
とで参加人数は年々増加してい
る。

5206 「乳幼児クラ
ブ」・「乳幼児の
つどい」

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。

子育て支援課 ●児童館１４館　「乳幼児クラブ」
　登録数　平均１０９３組　延べ参加
人数 （母子）59,491人
　「乳幼児のつどい」
　実施回数　延べ２７６回　述べ参加
人数（母子） 8,374人
　「ベビー活動」
　実施回数　延べ２１１回　述べ参加
人数（母子）4,278人
●単独学童クラブ  ７か所
　「幼児のつどい」
　実施回数　延べ１４６回　述べ参加
人数（母子）2,182人
「ベビー活動」
　実施回数　延べ４５回　述べ参加人
数（母子） １８５人

4　（達
成した）

従来、児童館の乳幼児事業の対象
は、乳児から幼稚園入園前の幼児
（０・１・２・３歳）を中心に事
業を実施してきた。近年、就学前
児童（４・５歳）を対象にした事
業や居場所作りの要望が多くなっ
てきている。就学を視野にした活
動が求められ、とくに１年生プロ
ブレムなど様々な課題を抱える子
どもとその保護者には、地域の関
係機関や学校などと連携した活動
支援求められています。

5207 子育て自主グルー
プへの支援

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

子ども家庭課 【活動スペース提供】
自主グループ　　　43回
一時保育　　　　　133回

3　(ある
程度達成
した）

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
の提供をした。

5208 子育て自主グルー
プのネットワーク
支援

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。

子ども家庭課 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っ
た。

3　(ある
程度達成
した）

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
提供を行った。また、子育て交流
ひろばを開催しネットワークづく
りを支援した。

5209 区立保育園開放 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

保育課 園庭開放　２０園実施
プール開放　３園実施
身体計測　２２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２２園
実施

4　（達
成した）

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すための宣
伝の工夫（垂れ幕の設置、ビラの
掲示や配布）により、参加者が増
加している。参加を楽しみにして
いるリピーターも増えた。

5210 区立幼稚園の園
庭・保育室開放

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。

学校運営課 未就園児実施回数
ひがしやま　　２1回
げっこうはら　９回
みどりがおか　４１回

4　（達
成した）

認定こども園への移行園について
は、必須事業である子育て支援事
業を充実していく。
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(３) 子どもの育ちを支える地域活動の推進

事業番号 事業名 事業概要 担当課 26年度実績

22年度から
26年度まで
の実績への評
価

5年間（22年度から26年度）の事業総括

5301 児童館でのボラン
ティアの育成と活
用

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。

子育て支援課 児童館ボランティア登録数　６０２人
活動参加延べ人数　２０９８人
活動事例　乳幼児事業では、地域で読
み聞かせ活動をされている個人・団体
が登録し通年活動をした。障害児対応
事業の「あそびのつどい」では、活動
の準備や企画、参加児童と一緒に遊ぶ
などをしてきた。調理活動の指導、ク
ラブ活動（太鼓・編み物・フラダン
ス・Nゲージなど）の指導

4　（達
成した）

児童館ボランティアの４つの効果
として、①多様な価値観をもった
方々が児童館活動へ参加されるこ
とで、事業の拡充、深化に繋がっ
た。②ボランティアは、地域の声
を児童館に届け、地域とのコミュ
ニケーションを豊かにしてくれ
た。③子どもたちが様々な人と出
会え、世代を超えた交流体験がで
きた。④ボランティア自身の自己
実現の場として、生きる活力や豊
かな人生を送る一助になった。

5302 ふらっとネット
ワーク

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。

子育て支援課 各児童館で年間２～６回程度実施
実施に際しては、乳幼児保護者・小学
生保護者・ランドセル利用保護者・地
域・児童館ボランティアなど、利用対
象者別に実施し、対象者のニーズに即
した懇談内容で開催した。誰でもが気
軽に参加できる懇談会形式で実施し、
地域の方々や団体とつなげる役割も
担ってきた。

4　（達
成した）

子どもをはじめとする児童館利用
者や地域全体の意見要望を集約
し、児童館事業に反映させていく
取り組みとして、「きっかけ・つ
ながり・むすびつき」をテーマに
実施してきた「ふらっとネット
ワーク」は、各児童館で年間数回
程度の実施で定着が図れた。

5303 保護者の児童館活
動への参加の促進

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

子育て支援課 乳幼児クラブを終えた４歳～６歳の親
子を対象に父親の子育て参加を促すた
め、気軽に楽しく体験できる工作やエ
アロビクス活動を土日曜日に実施し
た。

3　(ある
程度達成
した）

ライフワークバランスの観点から
引き続き父親が参加しやすい活動
を企画するとともに活動のPRを
工夫し父親の参加を増やしてい
く。

5304 青少年の乳幼児ふ
れあい体験

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。

保育課 体験学習（中学生）延べ５０７人
体験学習（高校生）延べ２０人
ボランティア（中学生）延べ３０人
ボランティア（高校生）延べ５６人

4　（達
成した）

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
学習の受入れについては、各保育
園で定着してきている。園児と触
れ合たり、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
心が育まれてきた。また、多職種
の仕事の様子を見たり、体験する
中で仕事の内容や保育園の特質も
理解が深まってきた。

5305 地域の教育力を活
かした教育活動

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。

教育指導課 昔遊び・地域の歴史等、中学生の職場
体験・進路指導等、また、総合的な学
習の時間やサマースクール等で地域人
材を活用した。

3　(ある
程度達成
した）

昔遊び・地域の歴史等、中学生の
職場体験・進路指導等、また、生
活科、総合的な学習の時間やサ
マースクール等で地域人材を活用
することができた。

スポーツ振興課 ①5地区スポーツ大会　延べ704人
②碑文谷ドッジボール大会　延べ
489人

3　(ある
程度達成
した）

地域住民が開催するスポーツ活動
に多くの子ども達が参加してい
る。子どもがスポーツに親しみつ
つ、地域交流を図る場として地域
で開催するスポーツ活動を引き続
き支援する。
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事業番号 事業名 事業概要 担当課 26年度実績

22年度から
26年度まで
の実績への評
価

5年間（22年度から26年度）の事業総括

5306 青少年団体の育成
等青少年健全育成
事業の推進

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。

生涯学習課 自然体験バス提供事業については、緊
急財政対策により、24年度より休止
している。

3　(ある
程度達成
した）

青少年団体等からの要望により、
キャンプなど夏季に青少年健全育
成事業を行う団体を対象に、区が
目的地までのバス借上げ経費を一
部負担する活動支援事業を平成
27年度から開始することとし
た。

5307 地域教育懇談会の
活動支援

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。

教職員・教育活
動課

各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、教育委員
会や学校主催で開催される「いじめ問
題を考えるめぐろ子ども会議」や「あ
いさつ運動」などにより地域と小・中
学校の連携を推進した

3　(ある
程度達成
した）

各中学校区の地域教育懇談会の情
報共有の強化や学校・地域・家庭
との連携について再確認し、子ど
もの育成にどのように関わってい
くか検討する必要がある。

5308 青少年問題協議会 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。

生涯学習課 青少年の健全育成に関する情報提供、
情報交換を行い、各関係団体や機関の
青少年育成事業や取り組みを知り、連
携するための協議会を３回開催した。

3　(ある
程度達成
した）

毎年度３回、区長の付属機関であ
る協議会を開催し、青少年の健全
育成に関する情報提供、情報交換
を行い、各関係団体や機関の青少
年育成事業や取り組みを知り、連
携する場とした。

5309 総合型地域スポー
ツクラブモデル事
業

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。

スポーツ振興課 中学生以下の会員
　360人

3　(ある
程度達成
した）

中央地区をモデル地区として総合
型地域スポーツクラブ「スポルテ
目黒」は、現在、中学生以下の会
員が360人（39.5％全会員数
911人）であり、子どものスポー
ツ参加の機会や異世代との交流機
会の拡充に貢献している。
今後も地域の大人たちが協力し
あって、多様なスポーツ機会、交
流の機会を子どもに提供できるよ
う、この事業を推進する必要があ
る。

5310 学校開放運営委員
会の活動支援

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。

スポーツ振興課 小学校２２校、中学校１０校 3　(ある
程度達成
した）

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の支援
をした。

5311 地域活動団体への
支援

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。

地域振興課 加入団体１４７団体
（うち、こども・青少年関係団体１２
団体

3　(ある
程度達成
した）

地域活動団体損害賠償責任保険へ
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
数の青少年関係団体の加入があ
り、加入した団体においては負担
軽減と、安心な活動を可能にする
目的は達成された。

5312 親子ふれあい入浴
デー

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。

産業経済・消費
生活課

浴場数１７、利用数３，６６３組
（男湯１，９５４、女湯１，７０９）
平成２６年７月１日から１６浴場
平成２６年１１月２３日から１５浴場

3　(ある
程度達成
した）

公衆浴場自体の減少があったもの
の、利用組数は増加。チラシ作
成、ＨＰによる周知により、利用
者数は増加した。

5313 保護司会・更生保
護女性会・ＢＢＳ
会の活動支援

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。

健康福祉計画課 保護司会・更生保護女性会に対し事務
局として支援を行った。
会議開催等延べ約49回
BBS会への補助金交付

4　（達
成した）

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
事務局としての支援を行った。

5314 社会を明るくする
運動への支援

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。

健康福祉計画課 各種行事を延べ約39回（40,593
人）行った。
また、広報用ポスターを区内に2,000
枚掲出した。

4　（達
成した）

毎年7月の全国強化月間を中心
に、「社会を明るくする運動目黒
区推進委員会」のさまざまな活動
を支援し、この運動の趣旨を広く
区民に啓発した。
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