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■ 三鷹市子ども家庭支援センター 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www2.kosodate.mitaka.ne.jp/chi/sien/SRV01103FR.html  

実施主体 東京都三鷹市 

実施内容 

●のびのびひろばとすくすくひろばの 2か所 

●のびのびひろばの事業内容 

・ 相談：18 歳未満を対象とする子どもと家庭に関する総合相談。 

 月～土曜の 8 時 30 分～19 時。 

・ 親子ひろば ひまわり：0～3歳までの親子がいつでも自由に遊べるスペ

ース。利用時間は火～土曜の 10 時～16 時 30 分。 

・ 一時保育事業、トワイライトステイ事業、緊急一時保育事業、ショート

ステイ事業の相談・受付・調整。 

●すくすくひろばの事業内容 

・ 相談：0～3歳までの子どもに関する相談。 

・ わいわいひろば：0～3歳までの親子がいつでも自由に遊べるスペース。

・ サロンコーナー：ミルク用のお湯やお茶を用意。食事スペース。 

・ あそびましょう：年齢別に遊びを企画。 

・ 子育てグループ室：子育てグループに活動の場を提供。 

 

 

■ 江東区子ども家庭支援センターみずべ 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.kotomizube.jp/ 

実施主体 東京都江東区（運営は社会福祉法人 雲柱社） 

実施内容 

●区内 4 か所に子ども家庭支援センターを設置 

●うち 1 か所に児童虐待ホットラインを設置 

●各センターの活動内容 

・遊び・ふれあいのひろば：0～3歳くらいの親子を中心に自由に遊びに来

ることができる、遊びのひろば。 

 開館時間はどのセンターも火～土曜（祝日除く）の 10 時～16 時。 

・育てあいのひろば：誕生会、すくすく成長記録、井戸端会議、ひと言交

流掲示板。 

・学びあいのひろば：母親・父親講座、子育て塾、グループ懇談会（グル

ープ相談）、めだかクラブ（講習会）。 

・支えあいのひろば：ふれあい相談、面接・電話相談、専門相談。 

・わかちあいのひろば：掲示板や発行物での情報提供・交流。子育て情報

の提供、かわら版“みずべ”の発行、情報交流コーナー。 

そ の 他 

・母親、ボランティア、スタッフによる運営会議や掲示板等を通じた情報

交換。 

・行事の企画や実行委員、講座（先輩ママの話）等への母親の参画。 
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■ 豊島区立子ども家庭支援センター 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.toshima.ne.jp/~kodomo_e/ 

実施主体 東京都豊島区 

実施内容 

●東部センターとわむと西部センターとむとむの 2か所 

●事業内容 

・子どもに関する相談：ひろば相談、電話相談、面接相談、専門相談。 

・親子遊び広場：0 歳～就学前の親子を対象に、遊びながら情報交換や子

育てができる場。各種子育て講座や学習会も開催。 

利用時間は月～日曜の 10 時～17 時。 

・一時保育：対象は満 10 か月から就学前まで。月～金曜の 9 時～17 時。

保育料は 500 円/時間（週 3日まで利用可）。ウェブ上で予約状況を確認

できる。 

・地域組織化活動：子育てサークルやボランティアに無料で活動の場を提

供。各種行事や講座を開催。 

・発達支援（西部センターとむとむ）：心身の発達に問題や障害のある子

ども、その家族への、個別や集団での遊びを通じた援助。専門スタッフ

による相談・個別指導・通所指導。 

・育児支援家庭訪問事業（東部センターとわむ）：産後 1 年までの間、必

要な場合に家事・育児を支援するヘルパーを派遣。1回の妊娠で 30 時間

まで。利用料は 900 円/時間。 

 

 

■ 京都市子育て支援総合センター こどもみらい館 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.kodomomirai.or.jp/ 

実施主体 京都府京都市 

実施内容 

●教育、福祉、保健医療が一体となった子育て支援中核施設として平成 11

年に開設 

●平日は 9時～21 時まで開館（火曜日休館、土日祝日開館） 

●事業内容 

・相談事業：対面相談、健康相談、電話相談など、子育てに悩みや不安を

持つ保護者のための総合相談。 

・こども元気ランド：就学前の子どもと保護者の遊びと交流、相談の場。

・研究・研修事業：あるべき保育・幼児教育についての実践的な調査・研

究や、保育士・幼稚園教諭の研修。 

・情報発信：子育て講座、情報誌、子育て図書館、イベント等を通じた子

育て情報の発信。 

・子育て支援ネットワークの構築：ボランティア（電話相談ボラ、子育て

支援ボラ、絵本ふれあいボラ、地域子育て支援ボラ）の育成や子育て支

援サークルの支援。 

・子育て図書館の開設、施設の使用貸し出し（有料）。 

そ の 他 
・市民とのパートナーシップによる事業運営－ボランティア登録 500 人超

－毎日約 30 人が活動。 
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■ 大阪市立子育ていろいろ相談センター 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.osaka-kosodate.net/ 

実施主体 大阪府大阪市（運営は大阪市社会福祉協議会） 

実施内容 

●平日は 10 時～20 時まで開館（火曜日休館、土日祝日開館） 

●事業内容 

・子育て相談：電話相談及び専門家による面接相談。 

・子育て支援講座：親への支援を図る講座（子育て支援講座、親子ふれあ

い遊び、調理実習等）や、「子どもの権利条約｣の理念に基づく講演会や

セミナー等。 

・子育て支援情報の提供：情報誌やリーフレットの発行、インターネット

のホームページ等による各種子育て支援情報の提供。 

・子育て支援ボランティアの養成：養成と定期的な研修。 

・ファミリー・サポート・センター事業。 

・センター利用者のための一時保育。 

 

 

■ 子育てひろば「あいぽーと」 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.ai-port.jp/index'.html 

実施主体 東京都港区（運営は特定非営利活動法人あい・ぽーとステーション） 

実施内容 

●平成 15 年 9 月、幼稚園跡地を活用して開設 

●事業内容 

・つどいの広場「ひだまり」：会員制で子ども 1 人につき年会費 500 円

（港区在住・在勤・在学の場合）。 

利用時間は月～土曜の 10 時～16 時 30 分。 

・一時保育「あおば」：理由を問わない一時保育（会員制）。 

 対象は生後 2か月～就学前まで。 

 利用期間は月～土曜の 6時～21 時。 

 費用は 9時～18 時は 800 円/時間。時間外は 1,200 円/時間。 

・派遣型一時保育：会員制。支援者は子育て・家族支援者養成講座認定者。

理由を問わない、宿泊保育や病後児保育を含む訪問型の一時保育。 

 対象は生後 7日以降の乳幼児～小学校 3 年生まで。 

 費用は、通常の一時保育で900円/時間。 

・子育て相談、各種講座（趣味の講座、子育て講座、食育関連講座、ライ

フデザイン・女性のための再就職支援の講座等）の開催。 

・子育て・家族支援者の育成：地域人材の育成（認定者は派遣型一時保育

の支援等を実施）。 

・キッズ交流ガーデン：季節ごとに有機園芸を楽しむ事業。 
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■ 武蔵野市立０１２３吉祥寺、武蔵野市立０１２３はらっぱ 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www1.parkcity.ne.jp/m0123hap/ 

実施主体 東京都武蔵野市（運営は武蔵野市子ども協会） 

実施内容 

●0～3歳の子どもと親を対象にした子育てひろばとして、平成 4年（0123

吉祥寺）、平成 13 年（0123 はらっぱ）に開設 

●0123 吉祥寺の開館時間は火～土曜の 9時～16 時 

0123 はらっぱの開館時間は日～木曜の 9時～16 時 

利用料は無料 

●活動内容 

・ひろば事業：子どもたちの自由な遊び、子ども同士の関わり合いの場。

親同士が自由に気軽に交流し、子育てについて学び合う場。 

・つどい事業：親子で自由に参加できるイベント、子どもの年齢別親子の

講座、親を対象にした子育てに関する講演会や講習会等。 

・相談事業：小児科医や教育専門家による相談。常時スタッフによる対応。

・情報提供事業：子育て情報の図書、雑誌等による提供。情報交換掲示板

による利用者同士の情報交換。通信・リーフレットの送付。 

・地域交流事業：ひろばの環境整備、遊びの提供、利用者への対応を含め、

ボランティアの参画。市内各施設との連携・交流。 

 

 

■ コミュニティカフェ「ぶりっじ」 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.cafe-bridge.net/modules/cafebridge0/ 

実施主体 特定非営利活動法人せたがや子育てネット（東京都世田谷区） 

実施内容 

●下北沢の商店街に、ＮＰＯと区、商店街とのコラボ事業として、平成 18

年に開設 

●せたがや子育てネットは、インターネットによる子育て情報の収集と発

信、子育てグループのネットワーク化等をめざして活動するＮＰＯ法人

●ぶりっじの活動概要 

・講座や勉強会などが開催できる多目的スペース、料理教室も可能なコミ

ュニティキッチン、一時預かり用スペースがある。 

・Happy☆Separation：理由を問わない一時預かりサービス。 

対象は 0～1歳 6か月まで。定員 8名。 

利用時間は平日 10 時～17 時。利用料は 800 円/時間（基本、会員）。 

・各種講座の開催。 

・子育て情報の発信。 
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■ ＮＰＯによる産中･産褥期の育児支援活動  

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.na-ka-ma.com/amigo/index-j.html 

実施主体 
特定非営利活動法人子育て支援グループ『amigo（アミーゴ）』 

（東京都世田谷区） 

実施内容 

●助産師、保育士等により設立されたＮＰＯ法人 

●事業内容 

・情報･交流の拠点としての「ふらっとサロン」の開設： 

11 時～14 時まで。参加費 200 円。（世田谷区社協「子育てサロン」助成

事業） 

・出産・子育てに関する企画、イベント： 

ベビーマッサージ、リトミック、マタニティヨガ、産後のボディーケア

＆フィットネス、カラーセラピー等。 

・マザリング・ベル（産中･産褥期の育児支援活動・会員制）： 

妊娠期の家事一般、お産期の産院への付き添い、入院中の家事一般、 

産褥期（産後 3か月）の食事を中心とした家事、検診・外出の付添等。

入会金 10,000 円（2 年間有効）、コーディネート料 5,000 円。 

訪問開始 2時間 4,000 円、以後 1000 円/時（平日）。 

・地域と子育てのネットワークづくり。 

 

 

■ 世田谷区社会福祉協議会の子育て支援活動 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.setagayashakyo.or.jp/index.htm 

実施主体 東京都世田谷区社会福祉協議会 

実施内容 

●地域支えあい活動として、平成 13 年にスタート 

●子育てサロン 

・地域子育ての経験者や子育て中の親が、自宅や支え合いの活動拠点で週

1～月 1 回、一定時間を親子一緒に過ごしながら遊び、母親の育児不安

や閉じこもり、社会孤立の解消をめざす活動。 

・社協は活動費の補助、活動情報や活動の場の提供等の支援を展開。 

●ふれあい子育て支援 

・子育ての援助を受けたい方（利用会員）と援助を提供する方（援助会員）

の地域住民の支えあいにより、子育て中の世帯を支援する事業。 

・援助会員は、社協が行う研修を受けた後、活動を開始。 

・援助内容は、保護者が子どもの世話ができない時（病気、仕事、介護、

リフレッシュ、社会参加など）子どもを預かる。 

・利用時間は 7時～21 時、利用料は 800 円/時間。 



 80

■ 江戸川区共育プラザ 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsu/plaza/index.html 

実施主体 東京都江戸川区 

実施内容 

●区内 6 か所の児童館を改修、平成 17 年度より、共育プラザとしてリニ

ューアル 

●中学・高校生の活動支援、子育て支援、さまざまな世代間の交流など、

乳幼児から幅広い世代が集う共育・協働の実践の場として展開 

 （小学生には、全学校で放課後活動の場「すくすくスクール」がある）

●子育て支援事業の内容 

・子育てひろばを常設：全共育プラザに常設の子育てひろばを開設。 

・子育て情報コーナー設置：子育て掲示板による情報交換・ミニ知識コー

ナー・パソコンによる情報検索等。講座・講習会の実施など。 

・いつでも子育て相談：専門スタッフによる随時相談。 

・サークルづくりの支援 

・らっこひろば：幼児と保護者が一緒に遊戯や工作等を楽しめる講座。 

 

 

■ みたか子育てねっと 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.kosodate.mitaka.ne.jp/ 

実施主体 東京都三鷹市（運営は株式会社まちづくり三鷹） 

実施内容 

●市民と市と民間の協力により、子育ての情報や人、施設、サービスなど

をトータルに提供するホームページ 

●自治体と地域の諸機関が協働で運営 

●みたか子育てねっとの内容 

・メールによる子育て・子ども相談室。 

・子育てナビ：ケース別に利用できる市の子育て制度やサービスの案内。

保育園・幼稚園の空き情報や申請方法の案内。 

・子育てコンビニ：ＮＰＯ法人が運営する、市民参加による地域の子育て

情報サイト。 

・子育てひろば：子育て情報の交流の場となる電子掲示板。 

・ファミリーサポート：ファミリーサポート事業の案内。 
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■ 保育所・聖愛園（社会福祉法人路交館） 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.rokoukan.or.jp/  

実施主体 社会福祉法人路交館（大阪府大阪市） 

実施内容 

●保育所 聖愛園 

・たてわり保育（0 歳児、1・2歳児、3・4・5 歳児） 

・産休・育休明け保育 

・延長保育（6時 30 分～8時 30 分、16 時 30 分～22 時 30 分） 

・夜間保育所との連携による深夜 2 時（26 時）までの保育 

●夜間保育所 あすなろ（宿泊あり） 

・基本保育時間（14 時～22 時） 

・延長保育（7時～14 時、22 時～26 時） 

●地域子育てセンター事業 

・一時保育（対象：6か月～就学前） 

昼間一時保育（9時～19 時） 

夜間一時保育（14 時～26 時） 

休日一時保育（日曜・祝日・年末年始、9 時～19 時） 

一時的宿泊保育（18 時～翌朝 7 時） 

・子育てパワーアップ講座 

・共同子育てサークルぶくぶく（園の空き保育室を活用した子育てサーク

ル） 

・子育ち教室どんくま（保育園・幼稚園に入ってない子どもの友だちづく

り） 

・あすなろ広場（園庭等を使った親子の遊び広場） 

・ふれあい広場（保育所の施設や行事開放） 

・ちょっと体験保育（保育所体験） 

・地子セ通信の発行 

●ひよこルーム 

・会員制の病後児保育（入会時 20,000 円、月 2,700 円＋保育料・利用料）
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■ 京都市 家庭教育支援 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.edu.city.kyoto.jp/kateitiiki/ 

実施主体 京都府京都市教育委員会 

実施内容 

●家庭の教育力向上サポートチーム 

・ＰＴＡや家庭教育アドバイザーを含む家庭の教育力向上サポートチーム

を設置し、｢子育て語り合いサロン｣や父親の子育てサークル｢おやじの

会｣、「子育てサポーター養成講座」等を実施。 

●子育て語り合いサロン 

・学校の教室等を活用して気軽な雰囲気の中でお互いの子育ての悩みなど

を語り合う井戸端会議風の子育て教室を実施。 

 対象は市立小学校・中学校・総合養護学校・幼稚園の保護者。 

●おやじの会 

・父親の子育てへの参加を促すため、学校単位での父親によるサークル活

動を奨励し、子どもに関わる種々のふれあい活動や地域との合同行事な

どを実施。 

開設場所は市立小・中・総合養護学校・幼稚園 166 校。 

●子育てサポーター養成講座 

・親への子育てに関する助言や子育て交流事業の企画・推進をはじめ、子

育てネットワークの運営などの活動を担う人材の養成。全 5回。 

・対象はおやじの会や子育て語り合いサロン活動者、ＰＴＡ会員等。 

 

 

■ 京都市 絵本ふれあい事業 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/kenkozosin/kenko.html 

実施主体 京都府京都市 

実施内容 

●保健所で実施する 8か月児健康診査の際に、ボランティアが乳児とその

保護者を対象に、絵本の読み聞かせを実施 

●おすすめの絵本等を紹介した冊子を、8 か月児健康診査を受診者全員に

配布 

●絵本の読み聞かせは、「こどもみらい館」で育成した絵本ふれあいボラ

ンティアを活用 
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■ 徳丸・絵本絵本読み聞かせ会 

Ｕ Ｒ Ｌ http://tokuyomikikase.hp.infoseek.co.jp/ 

実施主体 徳丸・絵本絵本読み聞かせ会（東京都板橋区） 

実施内容 

●板橋区徳丸地域のママにより発足 

●活動概要 

・月 1 回、10 時 30 分より集会所で、生後 2 か月から就学前の子どもとそ

のお母さんを対象に開催。 

・スタッフは 14 名、ほとんどが子育て中のママ。 

・内容は、スタッフによる絵本の読み聞かせ、手遊びやリズム体操、エプ

ロンシアターやパネルシアターなど。 

 

 

■ 保育所における幼児教育の推進 

実施主体 東京都大田区 

実施内容 

●幼児全体の教育推進の機関として教育委員会事務局に、幼児教育センタ

ーを設置（平成 17 年度） 

●同センター職員が保育園を巡回し、幼児教育を実施。あわせて幼稚園教

員の資格を持つ保育士を対象に、幼児教育の要素を取り入れた保育を行

うため研修を実施 

●区立幼稚園全園（9園）を平成 21 年度で廃止。施設及び職員は、区の幼

児教育・子育て支援の充実に活用予定 
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■ 世田谷区 子ども基金 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.city.setagaya.tokyo.jp/020/d00009413.html  

実施主体 東京都世田谷区こども部 

実施内容 

●地域が支えあう共助による子育てのしくみ。地域の子育て活動等を支援

するための資金として、子ども基金（規模 3億円）を設置 

●補助事業の種類 

・子育て活動体験の課題や意見集約活動（「子ども基金」の周知活動） 

・子育て支援を目的にした人材育成活動や知識・技術向上の取り組み 

・子育て支援に関する調査研究や広報啓発活動 

・地域や家庭における子育て支援を目的とした活動 

・子育て活動を目的としたネットワークづくり 

・青少年の非行防止・健全育成活動や知識・技術向上 

・子どもの自立支援活動 

●補助事業の概要  

・助成要件：事業計画、経費予定などの提出、審査 

・助成対象者：区内に活動拠点がある団体もしくは区民である個人等 

・交付上限額 

 3 年以上継続して活動している団体＝100 万円 

 活動期間が 3年未満の団体＝20 万円 

 個人への助成＝5 万円  

・交付回数：1事業あたり 3回まで 

 

 

■ 埼玉県 ワーク・ライフ・バランス事業 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BF00/kosodate/kosodate1.htm 

実施主体 埼玉県子育て支援課 

実施内容 

●埼玉県ワーク・ライフ・バランス研究会を設置、平成 17 年 10 月に「こ

れからの「ワーク・ライフ・バランス」を考える」を報告 

●10 月をワーク・ライフ・バランス推進月間とし、セミナー、広報等によ

る普及啓発を推進 

●ワークライフバランス推進員の設置 

・県内企業・事業所に対する、県等からの情報受け入れや企業からの情報

発信の窓口となる推進員選任の普及。 

●県による支援内容 

・ワークライフバランス推進員セミナー等の開催 

・企業訪問等による出前講座の実施 

・子育て支援に関わる国、県、市町村の動向等の情報提供 

・他企業・事業所の事例等の紹介 

・子育てＮＰＯの活動の紹介 

・企業からのニーズへの対応 

・県ホームページ等による企業・事業所ＰＲ 
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■ 子育てタクシー事業 

Ｕ Ｒ Ｌ 
http://www.npo-wahaha.net/（ＮＰＯ法人わははネット） 

http://kosodate-taxi.com/（全国子育てタクシー協会） 

実施内容 

●ＮＰＯ法人のわははネットが企画して花園タクシー（高松市）のドライ

バーを養成、平成 16 年 9 月からスタート 

●その後、香川県内では 9 社が子育て支援タクシーを展開（平成 18 年 10

月現在） 

●平成 18 年 6 月、「全国子育てタクシー協会」設立：子育て支援タクシー

の全国普及に向け、ドライバーの養成・研修等を展開 

●平成 18 年 9 月、長崎県諫早市 10 社で子育てタクシーがスタート 

●子育て支援タクシーのサービス 

・乳幼児と保護者が同乗する「かんがるーコース」：車内にチャイルドシ

ートを設置、子育て情報誌など必要な冊子やリーフレットの提供等。 

・子どもが 1 人で乗る「ひよこコース」：保育園や学校、塾の送迎等。 

・急なトラブル・夜中の移動などの「ふくろうコース」：夜間や休日の当

番医への搬送等。 

・子どもの救命救急や児童福祉に関する講習、保育実習を受けた乗務員が

対応する。 

 

 

■ 子どもの早起きをすすめる会 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.hayaoki.jp/index.cfm 

実施主体 子どもの早起きをすすめる会 

実施内容 

●子どもの早起きを進めるために、医師等により設立 

●活動内容 

・ホームページ上、登録した会員の支援、情報交換 

・子どもたちの睡眠に関わる情報の整理・公開  

・保育園、幼稚園、教育機関等における講演会、シンポジウムの開催 

・子どもの生活に関わるすべての機関、子どもの家庭に対する啓蒙・支援

 

 



 86

■ 外国人の子育て支援事業 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.tabunka.jp/tokyo/ 

実施主体 特定非営利活動法人多文化共生センター東京 

実施内容 

●多文化子育てネット 

・保育士、保健師、児童館職員、ボランティア、ＮＰＯ、行政等が、外国

人親子の抱える様々な問題の解決に向けて課題を共有するネットワー

ク。 

・研修会・フォーラムの開催、メーリングリストによる情報交換、子育て

情報の蓄積とウェブでの公開など。 

●外国人親子の居場所づくり 

・台東保健所やセンターで、外国人親子が集まり、友だちをつくったり、

おしゃべりする交流会を開催。 

●外国籍児童の日本語・教科の学習支援 

●「たぶんかフリースクール」 

●多言語生活相談 

●高校進路ガイダンス 

●多文化理解教育・セミナー・フィールドワーク 

●通訳・翻訳事業 
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