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区立小学校内のキッズ・プラザ整備のほか、児童館や学童クラブ、子育てひろばなどの地域の子ども施設

についての今後の計画や運営を行う。

令和３年度実績

１ キッズ・プラザ整備

キッズ・プラザ令和（新井４-19-26 令和小学校内）令和４年４月開設

２ 子育てひろば開設

子育てひろばベアーズ（中央３-41-12）令和３年４月開設

キッズ・プラザ及び児童館内学童クラブを利用する児童の入退館を把握し、児童の安全・安心な環境整備を

推進するため、キッズ・プラザ利用者管理システムの運用を行っている。

学童クラブ入会状況の把握と保育料の管理のため、学童保育システムの運用を行っている。

学童クラブ入会申請書の作成や、児童館で使用しているプリンターのリース契約など、児童館や学童クラブ

などの経常業務で必要な物品等の管理を行っている。

地域に暮らす立場から育成活動、子育て支援活動、学校や子ども関連施設と連携した子育てネットワーク

づくりを行うため、地域推薦（各中学校区に推薦会を設置）を受け区長が委嘱している。会議での情報提供や

研修会の開催、委員や活動について広く周知するなど、活動の支援を行っている。

１ 活動内容

（１）地区懇談会の事務局を担い、学校や地域の子どもに関わる団体、施設をつなぐことで、地域の課題を

解決したり、相互の連携を図り、子育てネットワークを広げる

（２）学校行事や地域の育成活動、事業への参加を通じて子どもの状況や課題を把握する

（３）子育て・子育ち活動に関する地域の情報を区役所その他の関係機関へ提供する

（４）情報提供や提案、助言などの方法により、区の事業や施策形成に協力する

（５）地域のさまざまな人材と地域や学校との連携を推進させていくコーディネーターの役割を担う

２ 実施状況

（１）令和３年度会議等開催状況 全体会 ８回（２回は新型コロナウイルス感染症の拡大により書面開催）

（２）次世代育成委員の活動期間と定数

１－１－１ 地域子ども事業調整

１－１－２ 地域子育て支援

１－１ 地域子ども事業調整



－116－

事業開始 平成 20年４月

根拠法規 中野区次世代育成委員規則

中野区次世代育成委員推薦会設置要綱

地域のさまざまな大人が参画し、学校施設や公共施設等を活用して、放課後や土・日・休日に子どもたちの

安全で安心な活動の拠点や居場所を提供する放課後子ども教室推進事業を、地域の団体から事業提案を受け、

区が適当と認めた事業について委託して実施している。

小学生を中心に、幼児や中学生も参加でき、バスケットボールや野球などのスポーツ、華道、音楽などの文

化活動、料理、工作などの創作活動や地域住民との交流活動などがある。

実施状況

事業開始 平成 19年４月

根拠法規 中野区放課後子ども教室推進事業実施要綱

≪中野区における放課後子ども教室推進事業とは≫

全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験や活動を行うことができるよう実施している。
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中野区では、以下の３事業を放課後子ども教室推進事業として位置付けている。

（１）委託団体が実施する「地域育成団体委託事業」

（２）小学校内で実施する「キッズ・プラザ事業」

（３）児童館が小学校施設等を活用して実施する「学校地域連携事業」

≪新・放課後子ども総合プランに基づく学童クラブとは≫

国の「新・放課後子ども総合プラン」において、放課後児童クラブ（学童クラブ）の受け皿を令和５年度

末までに約 30万人分整備することとしており、全ての小学校内で、放課後子ども教室と一体的又は連携し

て実施し、うち小学校内で一体型として１万か所以上実施することを目指すとしている。

中野区では、全小学校内に順次キッズ・プラザ（放課後子ども教室）を整備し、学童クラブ一体型の運営

を進めている。令和４年４月現在、13か所のキッズ・プラザを整備した。

国の「地域子育て支援拠点事業（一般型）」として、中野区子育てひろば事業実施要綱に基づき、乳幼児親

子が気軽に利用できる交流の場を提供し、乳幼児親子同士の交流を深める取組や、子育てについての相談、情

報提供などの援助を行っている。

また、児童館が実施している「乳幼児親子ほっとルーム」事業は、国の「地域子育て支援拠点事業（連携

型）」にあたる。

実施状況

（単位：人）
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事業開始 平成 21年４月

根拠法規 中野区子育てひろば事業実施要綱

乳幼児親子の居場所づくりや乳幼児の一時預かりを実施する育成団体の活動に助成金を交付する。

１ 対象事業

広く一般の乳幼児親子が参加できる次の２つの活動で、１回１時間 30分以上、年６回以上行うもの

（１）乳幼児親子の居場所やひろばを開設し、親子の交流を図る活動

（２）乳幼児の一時預かりの活動

（WEB会議システム等インターネットを活用した乳幼児親子の交流を図る活動を含む）

２ 助成額（年間の活動回数により、定められた単価に回数を乗じて算出、年 24回を限度とする）

（１）年間実施回数 ６回～12回 １回あたり 2,500円

（２）年間実施回数 13回～24回 １回あたり 3,000円

事業開始 平成 19年４月
根拠法規 中野区乳幼児親子支援活動助成金交付要綱

子どもたちの健全育成を目的に、地域内の子どもを対象とした活動を行う団体や住民が連帯協力して結成し

た連合協議体が行う事業のうち、次の対象事業に該当する活動に対し、助成金を交付する。
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１ 対象事業

地域における子育て支援活動、健全育成事業等の情報発信を目的とした広報紙等の発行事業

２ 助成額（助成対象団体が各年度に行う助成対象事業の実施に必要な経費とし、総配布部数に応じて定めた

額とする）

（１）総配布数 7,000部未満 限度額 140,000円

（２） 〃 7,000部以上 10,000部未満 限度額 160,000円

（３） 〃 10,000部以上 限度額 180,000円

事業開始 平成 22年４月

根拠法規 子育て支援地域づくり啓発助成金交付要綱

子どもの育ちと子育て家庭を支える地域づくりを効果的に推進するため、区立中学校の通学区域を単位と

して設置し、子どもと家庭に関わる地域の課題と課題解決に向けた取組や地域の連携に関して協議する。

１ 地区懇談会の構成員

（１）次世代育成委員

（２）学校、児童福祉施設等において子どもの育成に携わる者

（３）青少年育成地区委員会が推薦する者

（４）町会が推薦する者

（５）中野区立小学校ＰＴＡが推薦する者

（６）中野区立中学校ＰＴＡが推薦する者

（７）民生児童委員

（８）その他区長が必要と認める者

２ 令和３年度 地区懇談会の開催実績

１年ぶりの地区懇談会開催に向け準備を行った。新型コロナウイルス感染症の拡大により、中止となっ

た校区もあったが、各校区の事務局（次世代育成委員、児童館長、キッズ・プラザ所長で構成）ごとに、

子どもに関わる地域の連携を継続するため、情報の収集・発信・共有を行った。
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事業開始 平成 20年 12月

根拠法規 中野区地区懇談会設置要綱

５年ごとに運営事業者の選定及び委託、３年ごとに事業実施評価に基づいた契約更新等を行う。学童クラ

ブについては、特別支援対応児童や待機児童に対する対応・検討も併せて行う。

令和３年度 委託状況

（１）キッズ・プラザ業務運営委託 12か所（学童クラブ含む）

（２）学童クラブ業務運営委託 13か所

１ 事業の概要

（１）キッズ・プラザ

①利用対象 区内在住・在学の小学生

②利用方法 登録により利用証を貸与し、利用の際カードリーダーに利用証をかざすことにより、

入室・退室時間の管理を行う。希望する保護者へはメール配信サービスを行う。

③開設日時 放課後から午後６時まで。学校休業日は、午前８時 30分から午後６時まで。

日曜日、祝日（こどもの日を除く）、年末年始（12月 29日から１月３日）は休み。

（２）学童クラブ

①利用対象 ※以下の条件を全て満たす児童

・中野区に在住する児童

・小学生（ただし、小学校４年生～６年生は特に保護が必要と認められる児童）

・保護者の就労等により放課後に保護が受けられない児童

１－１－３ 民間運営施設管理
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②開設時間

・月曜日～金曜日 下校時～午後７時

・土曜日、学校休業日 午前８時～午後７時

③休業日

・日曜日、祝日、年末年始（12月 29日～１月３日）

④保護者負担 ※免除制度あり

・保育料 月額 5,600円

根拠法規 中野区立キッズ・プラザ条例、同条例施行規則

中野区立キッズ・プラザ運営委員会設置要綱

児童福祉法

中野区立学童クラブ条例、同条例施行規則

中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

児童福祉法第６条の３第２項に定められた放課後児童健全育成事業を行う民間学童クラブに対して運営

費の補助を行い、待機児童の解消を図るとともに午後８時までの開設を行うことで、就労と子育ての両立

を支援している。令和３年度の補助は 17か所であった。

１ 事業の概要

（１）利用対象 ※以下の条件を全て満たす児童

①中野区に在住する児童

②小学生（ただし、小学校４年生～６年生は特に保護が必要と認められる児童）

③保護者の就労等により放課後に保護が受けられない児童
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（２）開設時間

①月曜日～金曜日 下校時～午後８時 ※一部施設は、午後７時 30分

②土曜日、学校休業日 午前８時～午後８時 ※一部施設は、午後７時 30分

（３）休業日

日曜日、祝日、年末年始（12月 29日～１月３日）

（４）保護者負担 ※免除制度あり

保育料 月額 5,600円

※登録児童数は各年度４月１日現在

事業開始 平成 19年度

根拠法規 中野区民間学童クラブ運営費補助要綱

民間事業者が新たに開設する学童クラブの整備費等経費を補助する。

※令和３年度補助実績なし

根拠法規 中野区民間学童クラブ施設整備費補助金交付要綱

児童館は、児童福祉法第 40条に定められた「児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操を豊かにする」

ことを目的とした施設で、乳幼児親子から 18歳までの児童を対象とし、さまざまな活動や体験事業には地域

の大人や育成団体がかかわっている。

１ 事業の内容

地域の大人や団体とともに健全育成を進める協働の場、活動の拠点として次のような事業を行っている。

（１）遊びの体験を通じて児童が自主性、創造性、社会性を伸長させ、仲間づくりを通して社会の一員と

して成長するような児童に対する活動

（２）乳幼児親子が集い、子育て情報が交換できる場の提供や仲間づくり活動の支援

（３）子どもや子どもをとりまく問題の解決に向けて、地域や関係機関との連携協力

２ 施設利用

１－１－４ 地域子ども施設管理
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（２）休館日

月曜日（城山ふれあいの家を除く）、日曜日、祝日、年末年始（12月 29日～１月３日）

（３）利用対象

①０歳～18歳の児童（乳幼児は保護者の同伴が必要）

②児童の保護者、育成者

（４）児童館の集団利用（開館時間内）

児童の保護者・地域住民が児童の健全育成を目的として利用する場合や児童の団体に、児童館の

貸出しを行っている。

（５）児童館の特例利用（日曜日の利用）

健全育成団体を対象に、日曜日に児童館の貸出しを行っている。

（６）児童館器材貸出し

健全育成者を対象に、児童館の器材の貸出しを行っている。

３ 利用状況
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根拠法規 児童福祉法

中野区立児童館条例、同条例施行規則

中野区立ふれあいの家条例、同条例施行規則

中野区立児童館の特例利用に関する要綱

中野区児童館器材貸出要綱
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乳幼児をもつ区民の社会活動への参加及び地域社会における豊かな市民活動を促進するために、区及び区民

が実施する各種事業等に伴う一時保育に従事する保育者の登録を実施している。

令和３年度実績

一時保育登録保育者 11人 ①全体会（情報交換会）０回 ②研修会 １回

根拠法規 中野区一時保育者登録要綱

区民団体が、区民を対象に自ら行う公益活動のうち、次の助成対象すべてに該当する事業に対し、助成金を

交付する。

１ 助成対象

（１）不特定多数の中野区民の利益の増進に寄与する、非営利の事業

（２）令和３年度中に実施する事業（事業実施が令和３年度であれば、申請前に実施済みでも可）

（３）宗教・政治・選挙活動を目的としない事業

（４）国又は地方自治体（中野区を含む）、中野区から助成を受ける団体のいずれからも、助成等を受けて

いない事業

２ 事業内容

公益活動のうち、「子どもと子育て家庭を支援するための活動」で以下の区政目標を実現することに、当

該事業がどの程度貢献しているかを審査し、交付決定・助成を行う。

（１）誰でも参加できる子どもの居場所づくりや異世代間交流の推進のための活動

（２）子どもが多様な体験を通して、体力を向上させ、社会性を身につける活動

（３）家庭における子育て力を向上させるための体験や学習の機会を提供する活動

（４）中高生が社会参加や様々な体験をする機会を提供する活動

事業開始 平成 19年４月

根拠法規 中野区区民公益活動の推進に関する条例、同条例施行規則

中野区区民公益活動に対する資金の助成に関する要綱

２－１－１ 育成活動支援

２－１ 育成活動支援
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中高生世代が、毎日の生活の中で気になっていることや疑問に思うことの中からテーマを設け、ワークショ

ップ形式で会議を進行し、必要に応じて関係機関への取材や地域の方々と交流を行い、意見を深め、表明して

いく。対象者は、中学生から 18歳の区内在住、在学、在勤者で、ワークショップの結果は、区民に発表する。

事業開始 平成 15年度

「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」という成人の日制定の趣

旨により、中野区主催で、記念行事を実施。企画・運営は新成人による実行委員会が担当する。昭和 48年か

ら、実行委員会形式で実施している。

令和３年度実績

（１）日時 令和４年１月 10日（土）第１部：午後０時 30分～１時 20分（開場：午前 11時 45分）

第２部：午後３時 30分～４時 20分（開場：午後２時 45分）

（２）会場 中野サンプラザホール

（３）内容 式典（区長・議長祝辞、来賓紹介）

アトラクション（映像「計る 20年の足跡 図る未来への一歩 測る心の距離」（実行委員作成

の 20年間を振り返る映像）、芸能人よりお祝いのコメント映像、フィナーレイベント（全体集

合写真撮影））

２－１－２ 健全育成


