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地域で支えられる子どもと家庭【地域子ども家庭支援センター】

分野目標

子育てコミュニティの中核施設をつくるため、地域の子ども関連施設や子ども育成活動と連携
して子育て支援を行う（仮称）地域子ども家庭支援センター等の整備を目指す。

放課後の小学生の安全安心な遊びの場を確保するため、小学校施設を活用し、家庭、地域、学
校が連携しながら自由な遊びや様々な体験、世代間交流ができるキッズプラザ事業の展開と充
実を目指す。

学童クラブ事業の利用者ニーズに対応するため、民間活力を活用しながら事業の安定的な運営
とサービスの向上を目指す。

成果指標
と目標値

成果指標

子育てが楽しいと感じている保護者の割
合〔１０ヵ年計画〕

地域の育成団体やNPOと児童館が共催した
事業の参加者数

現状と課題

児童館では乳幼児親子から中高生まで幅広い対応に努めているが、施設面での制約もあり、ま
た、子育て相談など地域から求められる新たな機能に十分に応えられていない。

保育園での延長保育が一般化する中、区立学童クラブでは午後６時までの保育体制が通年では
確保できていない。

育成活動団体による乳幼児親子の居場所づくりのほか、児童館、保育園などでも乳幼児親子の
ひろばが運営されているが、地域ごとの需給体制の調整など体系的、計画的な整備が必要と
なってきている。

16

1,817,779

5,884

民設学童クラブの増設と安定的運営 待機することなくいつでも学童クラブが利
用できるようにするとともに、延長保育や
一時保育など多様な民間サービスを提供す
ることによって、学童クラブサービスの全
体的水準を向上させる。

待機児童が生じている地区へ民設学童クラブの誘致
を図り、民間のノウハウを活かした柔軟なサービス
を展開し、待機児童の解消とともに多様な利用者
ニーズに応えていく。

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み
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学校教育分野

取り組み 成果指標に対する効果

（仮称）地域子ども家庭支援センター 区内４か所に設置し、生活圏域エリアにお
ける地域の子育てコミュニティの中核施設
として機能を果たすことによって、子ども
と家庭を地域が見守る環境を醸成する。

（仮称）すこやか福祉センターを視野に入れながら
準備を進め、２０年度中に（仮称）地域子ども家庭
支援センターを開設する。

区立学童クラブ運営委託 就労と子育ての両立が図れるよう条件整備
を整えることによって、子どもも親も安心
しながら子育ち・子育てができる。

学童クラブの運営を民間事業者に委ねることによっ
て、民間の創意による運営を行うとともに、区立学
童クラブ全体のサービスの向上を目指す。

連　携

連携による成果
向上内容と分野

（仮称）すこやか福祉センター開設準備 保健福祉部経営分野

子ども家庭支援センター 子育て支援分野

あそび場開放事業

1,801,955 1,883,864

区民一人あたりコスト(円) 5,851 6,101

分野のコスト（決算）（千円）

17 18



様式３

地域子ども施設連携 （２０年度）

3501

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

1校

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績

概要

事業２

実績

概要

子育てひろば事業実施計画調整

子育てひろば事業について、既存施設における実施状況や今後新たに開始する事業計画を把
握し、調整を行う。

＜主な取組み＞

地域子ども施設配置計画調整

「子どもと家庭を支える地域づくり方針」に基づき、（仮称）Ｕ１８プラザや（仮称）キッ
ズ・プラザ事業の展開について、さらに区民の理解を深め、計画を推進する。

現状と
課題

子どもたちをとりまく環境の悪化から安全・安心な遊び場が求められている。子どもたちがのびのび
と交流し、自由な遊びと幅広い活動ができる居場所づくりを推進するため、家庭・地域・学校の連携
の強化が求められている。

児童館は在宅乳幼児親子への居場所の提供や子育てなかま作り支援事業などを行っている
が、（仮称）キッズ・プラザ導入や施設の統廃合により児童館が担っている子育て支援機能
が損なわれないように、地域における子育てひろば事業の充実を図る必要がある。

成果指標
と目標値

成果指標

（仮称）キッズ・プラザの小学校へ
の導入が計画通り進んでいる。

整えられる子育て・子育ち環境

施策目標

（仮称）キッズ・プラザ事業が小学校に導入され、地域と家庭と学校の連携した育成活動を
通じて、子どもたちは安全にのびのびと自由な遊びや活動を行っている。

（仮称）Ｕ１８プラザ、保育園等の地域の子ども施設や地域の育成団体による子育てひろば
事業が展開され、乳幼児親子が交流し、仲間作りをすすめ、子育ての楽しさや自信を深めて
いる。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

（１）10カ年計画　領域Ⅱ　自立してともに成長するひとづくり
　おもな取り組み
　①地域の子育てコミュニティの拠点づくり
　②地域の育成活動の支援と拠点づくり
　③地域・学校が連携した子ども育成の推進
　④子どもの安全対策の強化
　
（２）次世代育成支援行動計画　　　体系2　多様な援助に支えられる子育て家庭

区民一人あたりコスト（円）

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19



様式３

地域子ども家庭支援センター （２０年度）

3502

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

ー 94% 99% 100%

ー ー ー ー 80%

16人 62人 12人 8人 5人

ー ー ー 1か所 4か所

16 17 18 19 ２０目標

事業１

ー ー ー ー 240

概要

事業２

実績 4%

概要

Ｕ１８運営

来館者数に占める中高生の割合

地域子ども家庭支援センターのブランチとして、あらゆる年代の子どもたちの活動や体験の
充実,育成活動の充実に向けた取り組みを展開する。（平成２０年１０月城山ふれあいの家事
業開始）

＜主な取組み＞

地域子ども家庭支援センター運営

相談延べ件数

区内４か所の児童館施設を活用して、平成２０年１０月に、地域の子ども総合相談窓口とな
る（仮称）地域子ども家庭支援センターを開設し、子育て家庭の抱える不安や悩みの解消を
図るとともに、関連機関や地域の育成活動との連携のもと、地域における子育て支援を推進
する。

現状と
課題

核家族化や近隣関係の希薄化により、子育てに不安や悩みを抱える家庭が増えている中、地
域の身近な相談・支援の仕組みづくりが求められている。

０～１８歳までの子どもたちには、年代に応じた居場所の充実や事業展開が求められてい
る。

就労時間の関係から学童クラブの延長保育など、多様な保護者ニーズが高くなっている。

成果指標
と目標値

成果指標
子育てが楽しいと感じている保護者の割合
〔１０ヵ年計画〕

キッズプラザを利用する児童の登録率

学童クラブの待機児童数（４月１日現在、民
設クラブ利用者を除く）

延長保育を実施する学童クラブ数（民設クラ
ブを含む）

保護者の多様なニーズに応じたメニューが用意されており、保護者は安心して子育てと仕事
の両立が図られ、子どもたちは放課後充実した生活を過ごしている。

地域で支えられる子どもと家庭

施策目標

地域の中で子育て支援の拠点となる（仮称）地域子ども家庭支援センターが設置・運営さ
れ、子育て・子育ちの環境が整えられている。

子どもたちには、居場所が地域の中で多様な形で用意されており、子どもたちは地域の大人
たちに見守られ、自ら企画した遊びや活動を実施している。

事業３

実績 ー ー ー ー 9,000人

概要

事業４

実績 968 956 1279 1,350

概要

事業５

実績 ー ー ー 1 4

概要

区の計画との関係

（１）10カ年計画　領域Ⅱ　自立してともに成長するひとづくり
　おもな取り組み
　①地域の子育てコミュニティの拠点づくり
　②地域の育成活動の支援と拠点づくり
　③地域・学校が連携した子ども育成の推進
　④子どもの安全対策の強化
　
（２）次世代育成支援行動計画　　　体系2　多様な援助に支えられる子育て家庭

区民一人あたりコスト（円） 5,562 5,585 5,605
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1,718,125 1,719,983 1,730,713
施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18

３１か所の区立学童クラブ（児童館併設２７か所、その他４か所）で、放課後適切な保護を
受けられない子どもたちに安全・安心な生活の場を提供する。

学童クラブ運営委託・民間学童クラブ運営補助

延長保育を実施する学童クラブ数

学童クラブの運営に民間活力を活用して、民間委託する区立学童クラブ（２０年度１か所）
では午後７時まで、民間学童クラブ（２０年度２か所増設し、計３か所）では午後８時まで
の延長保育を実施し、放課後の児童の安全確保とともに子育てと就労の両立を支援する。

延利用児童数

小学校施設を活用して放課後の子どもたちが安全・安心に過ごせる居場所を整備し、大人に
見守られながらのびのびと遊びや交流活動を楽しみ、豊かな体験ができる場を提供する。
（平成２０年１０月塔山小学校事業開始）

学童クラブ運営

月平均在籍児童数

キッズ・プラザ事業


