
新子育てサポートセンターについて 

来年４月１日、多賀城駅北地区市街地再開発ビルＢ棟に移転します。

新子育てサポートセンターで実施する事業

 子ども・子育て支援新制度では、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として「地域子ども・

子育て支援事業」がメニュー化されています。 

 本市においてもすでに実施しているメニューがありますが、本市の現状や課題を踏まえて、新し

い子育てサポートセンターでは、次の４事業を中心として展開していきます。 

１ 地域子育て支援拠点事業 

４ ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ  

事業（直営） 

２ 利用者支援事業 

３ 一時預かり事業 

新規 

継続 新規 

拡充 

資料６
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 新子育てサポートセンターの利用時間等

項目 現行の子育てサポートセンター 新子育てサポートセンター 

利用時間 9 時 00 分～16 時 30分 維持 現行どおり 

休館日 

土曜日、日曜日、 

国民の祝日に関する法律に規定する 

休日、 

年末年始（12月 28 日～1月 4日） 

水曜日、 

国民の祝日に関する法律に規定する 

休日の翌日、 

年末年始（12月 28 日～1月 4日） 

年間 

開館日数 
241 日（平成 27 年度） 拡大 296 日（平成 28 年度） 

利用対象者 

・市内に居住する乳幼児及び 

その養育者 

・市内において子育て家庭の支援活動

を行う者 

拡大 

・乳幼児及びその養育者 

・市内において子育て家庭の支援活動

を行う者 

利用時の 

登録情報 

利用するお子さんの氏名・性別・生年

月日・保護者氏名・住所・電話番号等 
維持 現行どおり 

登録情報の

管理方法 
利用者手書きの登録カード保管 向上 情報管理システム 

入退管理 

方法 
利用管理簿に保護者自ら記載 向上 登録時発行の利用カードによる 

初回登録料 無料 新規 

市民無料。市民以外は、初回のみ、子

ども1人につき登録料500円 ※その

他、一時預かり事業を利用した場合の

利用料や、各種事業実施の際の材料代

等の実費負担あり 

１ 地域子育て支援拠点事業

 さまざまな活動を通じて親子が気軽に集い、互いに交流することができる場を提供し、子育てに

関し気兼ねなく相談できるなど、子育てサポートセンターをより身近に感じることができるような

事業を展開します。 

 (1) 子育て親子の交流（ひろば事業）

     乳幼児が自由に遊んだり、子育て中の親同士がおしゃべりして情報交換しながら気軽に

リフレッシュできる場を提供していきます。 

 (2) 子育てに関する相談機能の充実

      交流スペースでの随時相談のほか、来所・電話などによる事前予約制の相談指導に応じ

ます。また、ＤＶ、児童虐待や発達障害をお持ちのお子さんなど施設単独での対応が困難

な相談は、関係機関と連携し、適切な対応を図っていきます。 
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 (3) 子育てに関する講座の充実

     親子が一緒に楽しむ講座、お父さんお母さん向け講座、子育て支援者向け講座など多彩

な講座を開催していきます。また、クッキングスタジオを会場とした離乳食講習会、親子

クッキング教室の開催など、「食」をテーマとした新たな事業も開催します。 

 (4) 子育ての情報の発信

     各種メディアなども活用しながら、さまざまな子育て情報を提供します。また、子育て

通信を毎月発行し、行事予定や、育児についての情報、皆さんからの感想・意見などを掲

載していきます。 

 (5) 新しい子育て支援拠点の機能

    人と人とがふれあう機会が減少し、子育て家庭の孤立が進む中、地域全体の子どもの育

ち・親の育ちを支援するため、関係機関や子育て支援団体とのつながりや支えあいを推進

していきます。 

地域との連携 

    子育て支援に取り組む団体やボランティアが専門性・立場を超えて地域の中でともに手を

携え、より豊かな子育て支援を目指して支えあう仕組みづくりを推進していきます。 

企業との連携 

    企業連携・協働による子育て支援を推進するための様々なアイディアや提案を募集します。 

文化交流拠点としての市立図書館との連携 

子どもが早い時期から本に親しむ環境をつくりだすためには、子どもの発達、絵本につい

ての知識等、専門分野における地域特性を生かした情報交換や連携・協力が重要です。そし

て、保護者に対しては、育児不安に陥ることの無いよう、子育て知識の向上を図る必要があ

ります。このため、市立図書館と連携し、子どもたちに絵本の大切さや楽しさにふれる機会

の提供や保護者向けの育児本等を紹介します。また、市立図書館の企画イベントとの調整を

図り、子育てサポートセンターの施設機能を活かした積極的な事業展開についても取り組ん

でまいります。 

子ども・子育てを軸とした他事業との連携 

市では、健康や発育に関することをはじめとして、子ども・子育てに関連する様々な事業

を行っています。それらの関連する他事業との連携を図り、新子育てサポートセンターを会

場としたサテライト事業を開催するなど、新たな事業メニューを提供します。 
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２ 利用者支援事業 

平成 27年度から開始する子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、子ども及びその保護者等、

または妊娠している方が、様々な施設・事業など支援メニューの中から、子育て家庭のニーズに合

わせて必要な支援サービスを選択して利用できるように、子育てコンシェルジュ（利用者支援員）

を配置して情報提供や相談・援助を行います。 

○活動内容 

・子育て等に関する相談・助言 

・教育・保育施設や地域の子育て支援サービスの情報収集、情報提供 

・子育て支援関係者とのネットワーク構築 

・関係機関との連絡調整、連携、協働体制づくり 

３ 一時預かり事業（有料） 

 日常生活における突発的な事情により一時的に家庭での保育が困難な場合や、育児疲れによる保

護者の身体的、心理的負担を軽減するため、ご家庭で子育てをする保護者も利用することができる

一時預かりを行います。 

項目 現行の子育てサポートセンター 新子育てサポートセンター 

利用時間  

新規 

9 時 00 分～16 時 30 分 

利用対象者  生後 6カ月以上～未就学児 

定員  9 名（年齢等の状況により異なる） 

利用料金  市民利用の場合   ：1 時間 700 円 

以降 30分毎 350 円 

市民以外利用の場合 ：1 時間 800 円 

以降 30分毎 400 円 

登録  事前登録要（原則として） 

ただし、利用する子どもの生育情報や健康保

険証情報の更新のため、年度毎の情報更新が

必要 

登録時に持

参するもの 

 母子健康手帳・健康保険証のコピー・印鑑等 

利用時の登

録情報 

 利用するお子さんの名前・性別・生年月日・

保護者の名前・住所・電話番号（緊急時に連

絡できる電話番号複数登録）・食事の状況・

アレルギーの有無・一日の生活の様子・排泄

状況・予防接種の状況・一時預かり時に気を

つけてほしいこと・かかりつけ医など 

申込  1 カ月前から電話または窓口で受付 

（先着順）当日でも空きがあれば受付可 

実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。
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キャンセル  利用日前日の 17時まで無料 

当日キャンセルは予約の時間前までに連絡

があれば半額、予約時間超過後の連絡は全額

をキャンセル料として支払い 

（ファミリー・サポート・センター事業と同

様） 

４ ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

 ファミリー・サポート・センター事業は、子育てのお手伝いをして欲しい方(利用会員)に、子育

てのお手伝いをしていただける方(協力会員)が援助活動を行う、会員組織による事業として、全国

的に展開されています。援助活動を行った協力会員に対して、その援助活動を受けた利用会員から

活動報酬が支払われます。 

センターでは、会員間での活動に係る連絡や調整を行います。（委託初年度は市直営。） 

項目 概要 （現行同様） 

利用時間、 

利用登録及び

相談時間 

基本時間は 7時～19時だが、この時間帯以外でも利用可 

利用時間は 1回につき 1時間以上とし以後 30分を単位とする。 

（利用登録及び相談時間は 9時～17 時）  

対象 ＜援助してほしい方・利用会員＞ 

概ね生後 2か月から小学校 6年生までの子どもを育てている市民 

＜援助できる方・協力会員＞ 

事業に理解と熱意を有する 20歳以上の市民 

（講習会受講が登録必須要件） 

活動報酬 7 時～19 時（基本時間）：1時間 600 円 以降 30 分毎 300 円 

基本時間以外及び土曜・日曜・祝日・年末年始（12月 29 日～1月 3日） 

：1 時間 700 円、以降 30 分毎 350 円 

兄弟姉妹 2人目以降：上記金額の半額 

登録時に持参

するもの 

利用会員自身あるいは協力会員自身の写真 

利用時の打ち

合わせで必要

な書類等 

お子さんの母子手帳・健康保険証のコピー・印鑑 

キャンセル 利用日前日の 17時まで無料。 

当日キャンセルは予約の時間前までに連絡があれば半額 

予約時間超過後の連絡は全額をキャンセル料として支払い 
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施 設 の 構 成      

名 称 用 途 面積 

A ふれあいひろば 子育て親子の交流の場です。テーブルでゆっくり絵本

を読んだり、ブロック・積み木などで遊べます。 
４４．６㎡ 

B こどもひろば 大型遊具を設置し、就学前児童が全身を使って、のび

のびと遊ぶことができます。 
８４．３㎡ 

C 赤ちゃんひろば ハイハイやよちよち歩きの赤ちゃんが安心して遊べ

ます。 
２６㎡ 

D クッキングスタジオ 離乳食や簡単に作れるおやつの作り方など、栄養士に

よる調理実習等を行います。子ども用の調理器具や踏

み台を置き、親子クッキングもできます。 

４３㎡ 

E 研修室 親子が一緒に楽しむ講座・保護者向け講座、子育て支

援者向け講座など多彩な講座を開催します。登録団体

や子育てサークルに対し、活動場所の提供も検討して

いきます。 

４０㎡ 

F 託児室 通院や買い物、きょうだいの健診など、理由を問わず

利用できます（有料）。部屋は独立しており、室内に

幼児用トイレや手洗いがあります。お昼寝コーナーと

活動コーナーを仕切ります。 

３９㎡ 

G 授乳室 授乳専用スペースです。 
９．０㎡ 

H トイレ 男性用トイレ、女性用トイレ、多目的トイレを設置し、

トイレトレーニングにも対応できます。 

I  相談室 子育ての不安、発達の相談など、様々な相談に応じま

す。 
７．２㎡ 

J 玄関・廊下 ベビーカー置き場や利用者用下駄箱、情報掲示スペー

スがあります。 

K 事務室 職員用の執務スペースです。 ２８．４㎡ 

L ファミサポコーナー ファミリー・サポート・センターの事務を行う場所で

す。 
４．６㎡ 

M 休憩・更衣室 職員用の休憩・更衣室です。 
１１㎡ 

N 倉庫・収納 季節用備品や遊具類などを保管します。 

 総面積 約５０８㎡ 

充実 

充実 

充実 

新設 

新設 

新設 

新設 

充実 

新設 
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