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事業
回答

事例数
参考

事例数
地域子育て支援拠点事業 234 7
一時預かり事業 79 9
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 225 14
養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 141 8
ファミリー・サポート・センター事業 124 5
子育て短期支援事業 39 4
延長保育促進事業 44 2
病児・病後児保育事業 104 3
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 180 8
妊婦健康診査 149 2
利用者支援事業 95 4
実費徴収に係る補足給付 12 0
多様な主体の参入を促進する事業 5 0

合計 1,431 66

Ⅳ．地域子ども・子育て支援事業 事業別参考事例調査 

 

１．調査結果 

地域子ども・子育て支援事業の既存の10事業、今後新たに設計される３事業（「利用者支援事業」、「実

費徴収に係る補足給付」、「多様な主体が子ども・子育て３法に基づく仕組みに参入することを促進する

事業」）の類似事業について調査した結果、回答欄に記述のあった回答数は、合計 1,431 件であった。 

 

○ 事例内容については、事業毎の回答欄の記述内容を基に抽出・掲載している。 

○ 今後新たに設計される３事業のうち、「実費徴収に係る補足給付」及び「多様な主体が子ども・子育て

３法に基づく仕組みに参入することを促進する事業」については、回答数も少なく、参考となる事例が見

られなかったため、この２事業を除く 11 事業を掲載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 参考事例の抽出に当たっては、回答の記述内容から、下記の選定基準に基づき、委員会で検討し、

複数の委員の推薦のあった 66 事例を掲載している。 

 

◆ 参考事例選定基準 

◎ ３つの基準 

１） 「先駆性・革新性」：他の自治体に先んじて実施され、取組にユニークさなどがあるか。 

２） 「独自性・創造性」：その地域ならではの特色や、新しいアイディアがあるか。 

３） 「汎用性・啓発性」：他の自治体や地域に広く参考となるか。 

 

○ 地域子ども・子育て支援事業の選考基準 

１） 地域のニーズ（住民、保護者等ユーザーの要望）を吸い上げる取組を実施 

２） NPO や企業、大学、社会福祉法人、商工会議所等の外部との連携で効果を発揮した取組 

３） 既存施設や既存サービスの活用や多機能化など、子育て支援の拡充に活かした例 

４） 多世代交流や多様な主体と連携した取組の推進 

５） 地域環境を活かした創意ある取組の推進 
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秋田県横手市 山形県村山市 東京都多摩市
岐阜県揖斐川町 京都府綾部市 奈良県奈良市
香川県善通寺市
宮城県大崎市 栃木県下野市 東京都千代田区
東京都板橋区 東京都立川市 神奈川県南足柄市
静岡県静岡市 愛知県名古屋市 長崎県大村市
北海道旭川市 福島県福島市 埼玉県三郷市 神奈川県大和市
静岡県島田市 愛知県津島市 三重県いなべ市
大阪府茨木市 島根県出雲市 広島県福山市
北海道利尻町 青森県南部町 東京都墨田区 愛知県岡崎市
山形県酒田市 千葉県八千代市 千葉県鎌ヶ谷市
東京都世田谷区 東京都八王子市 東京都多摩市
愛知県知多市 島根県出雲市
北海道石狩市 山形県村山市 栃木県日光市
千葉県松戸市 広島県三次市

⑥ 子育て短期支援事業 北海道稚内市 東京都多摩市 京都府京都市 福岡県柳川市
⑦ 延長保育促進事業 埼玉県八潮市 東京都世田谷区
⑧ 病児・病後児保育事業 北海道江別市 東京都板橋区 愛知県大府市

宮城県石巻市 千葉県松戸市 東京都千代田区
東京都世田谷区 東京都調布市 滋賀県大津市
福島県川俣町 東京都台東区

⑩ 妊婦健康診査 青森県南部町 兵庫県神戸市
千葉県松戸市 東京都品川区 神奈川県鎌倉市
新潟県新潟市

⑪ 利用者支援事業

④

⑤

⑨

養育支援訪問事業その他
要支援児童、要保護児童
等の支援に資する事業

放課後児童健全育成事
業（放課後児童クラブ）

ファミリー・サポート・セ
ンター事業

掲載自治体

①

②

③

地域子育て支援拠点事
業

一時預かり事業

乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事
業）

事業

 

 

 

２．事業別／参考事例集（66 件） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本概要版では、①地域子育て支援拠点事業を掲載） 
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● 子育て支援センターの子育て講座の一つとして、「親と子の絆づ 

くりプログラム・赤ちゃんがきた！」を NPO 法人ポポーのひろばに講 

師依頼し、2011 年度から東北で初めて実施している。 

● 初めての子育てをしている、２か月から６か月児のお母さんを対象 

に、仲間づくりや赤ちゃんへの接し方、不安の解消などを目的にした 

母子が一緒に参加して実施する全４回のプログラムである。 

● この講座は研修を受けてファシリテーターの資格を取得した NPO 

法人ポポーのひろばスタッフがプログラムに沿って行うものである。 

● 児童虐待の防止効果もあると言われているプログラムなので、市では、こんにちは赤ちゃん訪問の際に

参加を促したり、対象となる母親に直接案内文書を送付している。年数回に分けて、保健課と福祉事務所

が連携して実施しており、対象となる母親の３分の１くらいが受講している。 

● 参加した母親からは、「不安が解消された」「楽しかった」「同じ悩みを持つお母さんたちと話ができて良か

った」など好評であり、親子の絆だけでなく、母親同士の絆も深めることができ、充実した時間となっている。

● 横手市児童センター 

市が進める子育て支援の中核施設として、児童館のほか子育て支 

援センターとしての機能を持ち、就学前の子どもを持つ親や妊婦の 

相談に乗っている。また、「家庭児童相談室分室」を設置し、母子自 

立支援員・家庭児童相談員８名のうち１名が土・日・祝日を含め同施 

設に交替で常駐している。その他、ファミリーサポート事業のアドバイ 

ザーを配置している。 

● 子育て支援総合コーディネーター 

地域の子育て資源に精通した人材１名（非常勤職員）を配置。 

利用者側に立った情報提供と相談への対応、関係機関との連絡調整、地域資源の掘り起こし等を総合

的に行う。子育て家庭が抱える課題を包括的に把握し、地域資源を活かしながら支援策をコーディネート

することを目指している。 

● 多摩市子育て総合センター 

2009 年 11 月に、閉園となっていた市立幼稚園の建物を改修して 

開設。大学、NPO、行政がそれぞれの知識や経験を活かして協働 

運営することにより、子育て中の親子や子育て支援活動を行ってい 

る市民や市民団体との交流と学びの手伝いをするとともに、子ども 

と家庭に関する総合相談・支援を行う子育て支援の中核施設となっ 

ている。 

・ 大妻女子大学との連携による協働事業 

①子育てひろば事業 ②リフレッシュ一時保育事業 

③人材育成・研修ネットワーク事業 

・ NPO 法人たすけあいの会ぽれぽれとの連携による協働事業 

ファミリー・サポート・センター事業 

・ 市直営の子ども家庭支援センター事業 

① 地域子育て支援拠点事業      ＊ 以下、人口は 2012 年３月 31 日現在住民基本台帳人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田県横手市（人口 99,267 人） 所管課：子育て支援課 

【横手市児童センターでの子育て支援総合コーディネーターの設置】 

山形県村山市（人口 26,878 人） 所管課：福祉事務所 

【「親と子の絆づくりプログラム・赤ちゃんがきた！」】 

東京都多摩市（人口 144,058 人） 所管課：子育て支援課 

【大学や NPO と行政が連携し協働でセンターを運営】 
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● 地域へ出かけて相談と遊びの場をつくり、親子と一緒に遊んだり 

子育ての相談を受けたりしている。町直営の支援センターということ 

もあり、地域の情報を聞かせてもらうことで町づくりにもつながってい 

る。月に４、５回、各地域へ出かけている。 

● 出前保育に出かけることで、気になる事案情報が入れば個別に 

対応する。出前保育は、地域の子育ての状況を把握する場にもなっ 

ている。 

● 出前保育での相談は、子どもを遊ばせながら自然な流れの中で 

親の悩みを聞く、敷居の低い相談場所になっている。また、出前保 

育が子育て支援センターを利用するきっかけとなり、仲間づくりや子育ての不安・悩みの解消につながって

いる。 

● センター型の地域子育て支援センター「クレヨンひろば」におい 

て、出前ひろば「コミ・サロ」の活動を行い、同じ地域に住む親子同 

士が集まる交流の場をつくり、また、市内各地の子育て支援サーク 

ルへの訪問を行っている。近所の友達や主任児童委員など相談で 

きる人を見つけるよい機会となっている。 

● 「コミ・サロ」では、市が実施する「シルバー・チャイルドハウス事業」 

とも連携して、地域の高齢者と子どもたちとの交流の輪を広げて、子 

育て支援を行っている。 

● 「シルバー・チャイルドハウス事業」は、高齢者と子どもがふれあ 

い、学びあい、地域の子育ての一層の充実を行うとともに、高齢者が生きがいをもって社会参加できること

を促進するため、事業（年 10 回以上）を実施する団体に補助金を交付するもので、地域の民生委員による

高齢者グループと、子育て中の家庭の交流・支援がきっかけとなり開始した。 

● 子育てスポットすくすく広場 

市独自の拠点事業として、「ひろば」型の地域子育て支援拠点事 

業である「子育てスポットすくすく広場」を実施している。この広場で 

は、乳幼児（おおむね０歳から３歳まで）とその親が集まり、互いに 

交流を図り、情報交換を行い、また、スタッフから子育てに関するア 

ドバイスを受けることもできる。市内に４箇所ある福祉センターの一 

室にて実施しており、高齢者を含めた世代間の交流ができる場にも 

なっている。 

● 子育てスポット 

地域の子育て支援団体に委託し、地域にある身近な公共施設等の空きスペースを利用して、子育て親

子が気軽にふらっと訪れ、交流や情報交換等を行うことができる場として、「子育てスポット」を市内 28 箇所

で実施している。小規模ではあるが、より地域に密着した拠点事業となっている。 

● 子育て支援交流会 

市内に点在化している地域子育て支援拠点や、地域の子育て支援団体等をネットワーク化し、情報交換

や互いの活動の周知を図るため、全体交流会や地域子育て支援センターを中心とした地域ごとの交流会

を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県揖斐川町（人口 23,814 人） 所管課：子育て支援センター 

【出前保育よる地域への子育て支援】 

京都府綾部市（人口 36,120 人） 所管課：民生児童課 

【同じ地域の親子同士の交流「コミ・サロ」と世代間交流「シルバー・チャイルドハウス事業】 

奈良県奈良市（人口 363,435 人） 所管課：子ども育成課 

【世代間交流ができる「子育てスポットすくすくひろば」と地域密着型の「子育てスポット」 
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● 「すまいる」と「子育て広場くすくす」 

「すまいる」では、障がいのある児童に対して児童発達支援事業と、 

放課後等デイサービス事業を運営しているが、未就学児と親が自由 

に集える「子育て広場くすくす」（つどいの広場事業）と隣接しており、 

連携して、障害のある・なしにかかわらず子どもたちがともに成長で 

きる子育て支援の場づくりを推進している。 

● 子育て支援総合コーディネーター 

善通寺市子ども・家庭支援センターには、「すまいる」、「子育て広 

場くすくす」等と市子ども課があり、子育て支援に係る窓口や施設が 

集まっている。また、地域全体で子育てをサポートできるように子育て支援総合コーディネーターが常駐し、

随時、相談やコーディネートを行い、サービスと親子をつないでいる。 

「すまいる」、「子育て広場くすくす」、コーディネーター事業は NPO 法人子育てネットくすくすに委託して

実施しているが、一箇所に同居していることで行政との連携もしやすく、協働で親子を支えるケースが増え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県善通寺市（人口 33,419 人） 所管課：子ども課 

【障がいのある・なしにかかわらず親子が育ち合える場】 



 

 


