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事業計画書概要版
●管理運営に対する基本方針

近年、都市化・核家族化の進展、女性の就労の増加等により子どもたちを取り巻く環境が大きく変化しまし

た。さらに出生率の低下、児童虐待、子どもに関わる事件の多発等が家庭や地域における子どもたちの健

全育成に大きく影響を及ぼしています。こうしたことから、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つため

の環境づくりが喫緊の課題になっています。そのため、地域の児童健全育成の拠点として、子どもたちの安

心・安全の場を確保し遊びを通して子どもの自主性や創造性を育むとともに、よりよい人間関係の形成を支

援します。また、地域活動クラブや子育てサ－クル、子ども会等の地域組織活動の育成助長を図るなど、子

どもたちの健全育成に関する総合的な機能を有する施設として、家庭・地域及び関係機関との連携をとりな

がら、その役割を果たすこととします。当方はこれまでの運営経験を活かし、児童センター・児童館、地域子

育て支援センターの運営を行います。

●市民の平等な利用の確保

利用者の平等な利用を確保することに関しては、地方自治法第 244 条第 2項及び第 3項の「正当な理由

がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 住民が公の施設を利用することについ

て、不当な差別的取扱いをしてはならない。」という規定を徹底します。その上で特定の個人や団体に対し

て、有利あるいは不利になるような取り扱いをいたしません。

●意見、要望、苦情への対応

日頃から職員は利用者の声に真摯に耳を傾け、要望などを気軽に話せる雰囲気作りに努めます。

また利用者や地域の方々の意見や要望を汲み取る為、年 1回利用者アンケ－トを実施するほか、常時意

見箱を設置し、意見や要望を寄せやすい環境づくりに努めます。更に施設を利用しない市民の声も広く取り

入れる為、ホームページに意見や要望を書き込めるようご意見欄を設けます。寄せられた意見や要望につい

ては、児童館内で検討を行い可能な限り善処します。また、必要に応じ宮崎市担当課と協議を行い、事業の

改善や今後の事業計画に反映します。

苦情等については、その内容・原因・対応策及び結果等について詳細に記録し、宮崎市に報告するととも

に、職員及び当方への共有を図り、再発防止に努めます。

●利用者サービスの向上に関する提案

利用者には、笑顔で挨拶・声かけを行うとともに、積極的なコミュニケーションに努め、話しやすい雰囲気

作りを心がけることを基本に、不公平感のない、利用者の側に立った利用方法について十分検討し、実行し

ます。日々の活動の充実による利用者の満足を基本としてサービス向上を図るため具体的手法を用い業務

を行います。「児童館利用登録書」をホームページからダウンロードできるようにし、保護者や利用者の負担

を減らします。ホームページ上に施設やイベントの紹介、通信、親・支援者向け研修の案内を掲載します。

●利用者の増加を図るための取り組みに関する提案

(ア) 施設のイベント情報や立地環境、アクセス情報及び利用方法等を、ホームページに掲載し、施設のパン

フレットや行事のチラシを、施設内に常備します。また、近隣の公共施設に配布します。

(イ) 可能な限りテレビ・新聞・ラジオ等マスメディアに対する資料提供や取材協力を積極的に行い、利用者増

を図ります。

(ウ) 行政等が運営する子育て支援サイトへの情報掲載を行い、利用者への周知を図ります。

●施設の設置目的の理解と課題の認識

【児童館の設置目的】

児童館は、児童福祉法第 40 条に定められた児童厚生施設で、児童に健全な遊びを提供することにより、

その健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする施設です。

主役は、その地域の0歳から 18歳未満の全ての児童であり、対象となる児童の最善の利益を考え業務を

行います。児童の心身ともに健やかな育成を図るため、遊び及び生活の援助だけでなく、保護者（家庭）及び

地域の方々や運営委員会、関係機関と連携を十分にとって、地域における子育て支援を行います。

【地域子育て支援センターの設置目的】

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育
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て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的としま

す。常設のひろばを開設し、子育て家庭の親とその子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合

い、相互に交流を図る場を提供します。

【今後の課題と解決策】

(ア) 少子化により、子どもがきょうだいや近所の子どもと群れて遊ぶ機会が減少しています。児童センター・

児童館では、年齢や地域の違いを越えた子ども同士が自由に交流できるよう、少数から多数の様々な集

団で行う遊びを提案し、小さな自治が行われることを支援します。

(イ) 発達障がいなど、発達に特徴のある子どもが増加しているといわれ、コミュニケーションがうまくとれない

ために対人関係に不安や困難を伴う子どももいます。また障がいの有無にかかわらず、感情のコントロ

ールが難しい子どもが増えています。職員が叱ったり大声を出したりせず、子どもと信頼関係を築きなが

ら社会スキルを伝えることができるようにします。

(ウ) 核家族化やひとり親家庭の増加に伴い、保護者の子育てに対する不安感や負担感が増大しました。保

護者から相談を受けた際には、保護者の話に耳を傾け、寄り添うことに努めます。さらに、いじめや保護

者の不適切な養育が疑われる場合関係機関と連携し対応します。

館内で子どもに指導した点についても必要に応じて保護者と共有し、家庭と館で一貫した対応が取れる

ように努めます。

(エ) 子どもがメディアと接することで犯罪に巻き込まれる事件が後を絶ちません。職員に対し、テレビやゲー

ムも含めた様々なメディアとの接触により起こる問題と対処法について研修を行い、館内でも必要に応じ

て子どもたちに、メディアとの付き合い方について指導を行います。

(オ) 都市化や少子高齢化に伴い、地域のつながりが希薄になりつつあります。児童センター・児童館の行事

や取り組みをできるだけ地域自治組織と連携して行うことで、地域をさらに活性化したいと考えます。

(カ) インフルエンザに加え、新型コロナウィルス感染拡大が心配されます。安心・安全に利用していただくた

めに新しい生活様式を取り入れます。

●設置目的に沿って施設の効用を最大限に発揮する提案

①児童健全育成の拠点施設であるための方策・考え方

児童センター・児童館の運営にあたっては、児童館の設置目的及び管理運営に対する基本方針を踏ま

え、目的、機能及び法的位置づけに基づき業務を行います。

子どもの人権や自主性を尊重し、全ての子どもの居場所となることをめざします。また、児童だけでなくそ

の保護者とも信頼関係を築くよう努め、家庭も視野に入れた子育て支援の観点から業務を行います。

②子育て支援の拠点施設であるための方策・考え方

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育

て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とし

活動します。

(ア) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場を設置し、子育て親子間をつなぎ交流を促す様々

な子育て支援プログラムを実施します。

(イ) 子育て等に関する相談、援助の実施

子育て中の保護者に対する相談に対応し、必要に応じて専門職とも連携を取りながら実施します。

(ウ) 地域の子育て関連情報の提供

子育て中の保護者が必要とする地域の様々な育児や子育てに関する情報を提供します。

(エ) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

子育て親子を対象に、月1回以上講習等を実施します。父親が参加しやすい講座も実施します。

(オ) 利用者支援の実施

保育所・幼稚園・認定こども園などの情報の集約や提供、相談、利用支援等を実施します。

(カ) 地域支援の実施

地域の実情に応じ、地域全体で子どもの育ち・親の育ちを支援するための取り組みを実施します。

③地域特性を考慮したサービスの提供の方策・考え方

児童センター・児童館や地域子育て支援センターの運営や活動の状況等ついて保護者や地域のボランテ

ィアグループ、自治会、地域協議会、老人クラブ等、地域の小・中・高・短大・大学、民生・児童委員等の

方々に積極的に情報を提供します。そして地域の方々が児童センター・児童館や地域子育て支援センタ

ーを活用できるように働きかけることなどにより、地域の人材・組織との連携・協力・信頼関係を築きます。
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また、これまでに旭町児童館や佐土原地域子育て支援センター運営で培ってきた地域や関係機関、宮崎

市との関係をさらに緊密化し、児童館の運営に活かしていきます。

④地域の高齢者の経験を生かした世代間交流を促進する方策・考え方

地域で活動している高齢者サークルやさんさんクラブ等と日頃から連携を図り、交流を目的とした講座等

へ案内し、地域貢献に努めます。定年退職した有資格者や、役に立ちたいと考えている高齢者など、地域

の貴重な人材を有効に活用することにより、地域の活性化を図ります。

これまでに生き活き地域子育て活動応援事業を４年間に渡り実施しています。今までに築いてきた地域の

高齢者との繋がりを継続していきます。

●指定期間に市が提案する指定管理料に対する提案額

（単位：千円）

【人件費】

・職員には児童福祉の業務にふさわしい住吉及び佐土原地域に近接した地域在住の人員を配置し、通勤手

当の削減を図ります。

【研修費】

・自治体や各種団体が実施する講習を積極的に利用するなど効率的なスキルアップに努めます。

【管理費】

(ア) 事務機器や備品は購入とリースの費用を照らし合わせ効率的に運用できるように努めます。

(イ) 業者や機種を統一し工賃や消耗品などの効率化を図り消耗品費の削減に努めます。

(ウ) 節水・節電に努めます。通信費については、メールで連絡するなどし、削減します。

(エ) 設備や備品・玩具などの点検をこまめに行い経費の節減に努めます。

【事業費】

(ア) 児童の遊びには、廃材を活用する等の工夫を行います。

(イ) 近隣の高校、自治会や老人クラブなどの地域団体との連携・協力により事業を実施します。

(ウ) 印刷物については業者や公共施設にある設備を利用し、用紙と通信費の削減に繋げます。

●職員の能力育成（研修体制）

事業の質の向上を図るため、外部研修への積極的な参加を促し、業務に関連した内部研修を行います。

【研修内容】

子どもの人権／虐待防止／子どもとメディア／児童館／子育て支援／利用者支援／コモンセンス・ペアレン

ティング・プログラム／セカンドステップフォローアップ／不審者侵入対策／リモート（会議・ワーク等）LGBT／

男女共同参画／防火、消火対策、火災避難訓練／自然災害避難訓練／ＡＥＤ使用／傾聴／コミュニケーシ

ョンスキルアップ／接遇、マナー／クレーム対応／個人情報保護

年 度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

指定管理料 22,829 22,829 22,829 22,829 22,829

項 目 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 計

支

出

人件費 16,366 16,366 16,366 16,366 16,366 81,829

旅費・研修費 135 135 135 135 135 675

消耗品費・保健衛生費 384 384 384 384 384 1,920

修繕費 102 102 102 102 102 510

光熱水費 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 5,807

通信運搬費 495 495 495 495 495 2,475

児童安全共済保険 203 203 203 203 203 1,013

業務委託・手数料 773 773 773 773 773 3,867

賃借料 288 288 288 288 288 1,440

事業費（行事・広報等） 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 8,903

その他 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 5,707

支出合計 22,829 22,829 22,829 22,829 22,829 114,146
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●事業計画の実現可能性（継続性、安定性）

①地域や関係機関及びボランティアとの連携について

地域組織活動の育成助長業務として、具体的には以下のような活動を計画しています。

(ア) 子ども会の行事や地域の子育てイベントの会場として施設の提供

(イ) 地域の方々にも呼びかけて行う「ミニ運動会」、他

②市との連携について

宮崎市の各課との連携により「新しい公共」を担うパートナーとして協働事業を実施します。

(ア) 地域コミュニティ課と連携し、地域自治組織との協働を進め、男女共同参画に関する研修を実施します。

(イ) 館内にて運営する児童クラブを管轄する生涯学習課と協働し、安心、安全な運営に努めます。

③地域や利用者のニーズ把握

意見箱の常時設置やホームページにご意見欄を設けることで、地域の方や利用者のニーズの把握に努

めます。さらに運営委員の皆様のニーズやご意見を収集し運営へ反映させます。

●類似施設等の運営実績

①乳幼児に関するもの

【施設名】権現地域子育て支援センターあおき子育て交流ひろば／赤江東子育て交流ひろば／佐土原地域

子育て支援センター など

②小学生に関するもの

【施設名】旭町児童クラブ／かのう児童クラブ など

③年長児童（中高生）に関するもの

【施設名】旭町児童館／かのう児童センター など

●申請者の安定性、信頼性

【財務状況】

当方の財務状況については安定しており借入金等一切ありません。平成 16 年の創立以来ほぼ毎年黒字

決算となっており、安定した経営を行っています。

また財務諸表は所定の会計基準によって作成し、税理士事務所の会計監査人を経て会計報告を行い、総

会の承認を受け当方のホームページなどで公開しています。

【個人情報の保護対策】

平成 17 年 4 月 1 日全面施行された「個人情報保護法」を遵守します。また、宮崎市個人情報保護条例の

趣旨に則り必要な措置をとります。

管理運営業務に関して保有する情報は、宮崎市情報公開条例の趣旨に則り積極的に公開に努めるととも

に、施設の管理運営業務の情報公開に関して、宮崎市に協力いたします。

個人情報を守るため、組織的・人的・技術的・物理的対策を講じます。

●災害や不審人物の対応など危機管理に対する対応

①事故や災害等緊急事態が発生した場合の対応策

事故や災害等が発生した場合は、利用者が身を守る行動がとれるよう指示し、それぞれの事態に則した

対応を速やかに行います。

②施設内の安全確保のための責任体制

宮崎市の仕様書「リスク管理、責任分担に関する事項」を前提とし、これ以外に関する対応については、宮

崎市と別途協議し定めます。

③施設内での事故や災害の未然防止策

事故や災害の未然防止、発生時の的確な対応の為「児童センター・児童館、支援センター 危機管理マニ

ュアル」を作成します。さらに、防災避難訓練等、地震、火災、防犯、不審者などへの対策としての訓練を

定期的に実施します。

●雇用に対する基本的な考え方

当方は性別、宗教、年齢、障がい等による差別は、一切しません。雇用・評価を公平・公正に行い、職員一

人ひとりの人権・個性を尊重し、能力を発揮できる職場環境をつくります。

正規雇用者に対しては、労働基準法に則った有給休暇を付与し、積極的にとってもらうことを奨励します。

また、社会保険や労働保険には必ず加入します。

●環境に配慮した施設管理

水道光熱費の縮減、印刷用紙等の縮減、その他無駄を省き節約に努めます。

●障がい者の就労支援への対応

障がい者の雇用において、能力、適性等を判断し前向きに取り組み、障がい者雇用促進法の法令に沿うよ

う努めます。


