
（ ）

千円 6,273 千円

10,088 千円千円 10,494 千円

千円

国県支出金の内容 ファミリーサポートセンターの運営に係る補助金

地方債 千円 千円 千円 千円

千円

その他特財の内容

一般財源 4,647 千円 4,917 千円 6,214

千円 4,280 千円 3,815

その他特財
千円 千円 千円

人件費合計 0.24 人 1,854 千円 0.25 人

財源

内訳

国県支出金
5,586 千円 5,790

財源合計 10,233 千円 10,707

総事業費 10,233 千円 10,707 千円 10,494 千円 10,088 千円

千円 人 千円

0.25 人

0.25 人 1,932 千円 0.2 人 1,545 千円

千円 人 千円 人

コ
ス
ト

27年度（予算） 26年度（決算）(見込） 25年度（決算） 24年度（決算）

事
業
費

事業費合計 8,379 千円 8,775 千円 8,562 千円 8,543 千円

事業費内訳
（平成26年度分）

1,932 千円

人 1,545 千円

臨時職員等

ファミリーサポートセンター運営事業委託料　8,774,264円
（人件費・法定福利費・福利厚生費 6,224,765円、事務用品・消耗品費 428,529円、
　謝金 638,000円、通信費 494,470円、傷害保険料 358,425円、外注費 465,055円、
　諸会費 108,000円、旅費交通費 45,020円、会議費 12,000円）

人
件
費

担当正職員 0.24 人 1,854 千円

講習会受講者数

会員相互のコーディネート（依頼会員の要望に応じて
提供会員を紹介する）

活動会員数

会員同士の交流を深め、情報交換をするための交流会
の開催

交流会参加者数

センター及び事業の広報 認知度

関連事業
（同一目的事業等）

1,932 千円 0.25 人 1,932 千円 0.2

人

目　的
（何をどうしたいのか）

子育てと仕事の両立支援を図るとともに、地域における子育て力の向上や子育て支援活動の推
進を図り、安心して子育てできる環境を整備する。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

生後６ヶ月以上の乳児から小学生までの子どもについて、市内在住ま
たは在勤で子どもの預かり等の援助を受けたい者、及び、市内在住で
援助を行いたい者

対象者数（全住民に対する割合）

219,032 人 82 ％

実施方法

□直接実施

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：加古川市連合婦人会）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

事業内容（箇条書き） 事業費 活動指標

援助を依頼する人（依頼会員）と援助を行う人（提供
会員）の募集、登録

8,775
千
円

登録会員数

相互援助に関して必要な知識に関する講習会の開催
（提供会員対象）

根拠法令等
児童福祉法、子ども・子育て支援法、社会福祉法、
加古川市ファミリーサポートセンター運営事業実施要綱

担当課･係名
こども政策課
事業係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 稲垣 雅則

実施の背景

　核家族化や共働き世帯が増加する中、親族や近所の助け合いが少なくなり、近隣で育児の援助を受けたくても受
けられない家庭があるなど、地域における子育て機能が低下している。
　そのような中で、本事業は平成６年度から労働省（当時）により「仕事と育児両立支援特別援助事業」として開始さ
れ、本市においては、地域で援助を受けたい人と援助を行いたい人をつなぎ、子育て支援活動の推進を図るととも
に、地域での相互援助による子育て力の向上と安心して子育てできる環境の整備を目的として、平成15年４月に
ファミリーサポートセンター運営事業を開始した。

事業シート（概要説明書）

予算事業名 ファミリーサポートセンター運営事業 事業開始年度 平成15年度

上位施策事業名 出産と子育ての支援を充実する 担当局・部名 こども部

事業番号２－４ 平成27年度
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 ファミリーサポートセンター運営事業 事業開始年度 平成15年度

事業番号２－４ 平成27年度

事
業
の
自
己
評
価

事務事業
評価結果

■拡充　□維持　□縮小　□改善　□統合　□廃止　□休止　□完了

　当事業は、地域の子育て支援機能を効果的に活用する上で、非常に重要である。活動件数は増加しており、住民ニー
ズは大きいと考えられる。また、会員数も増加していることから、市民に周知されつつある状況が伺える。今後も保育
施設等で対応しきれないニーズを補う事業として、拡充が必要である。

今後の事業
の方向性、

課題等

【今後の事業の方向性】
　会員数に対する補助基準額16,200千円に対して、5割強の予算規模のため、拡充余地がある。登録会員数、活動件数
は増加しているが、援助を必要とする人、援助を行いたい人への認知度は必ずしも高くない。利用したい市民が本制度
を活用できるよう、提供会員確保のための広報、周知を工夫する。また、多様化する依頼会員のニーズに応じ、依頼会
員、提供会員ともに安心して利用できるよう、会員同士の活動のフォローアップや提供会員のスキルアップ講習会を充
実する。
【課題】
　・病児・緊急対応強化事業：国の交付金事業の対象として実施しているセンターは15%弱。基本事業のなかで病児
　　・病後児の預かりを実施しているセンターは15%強で、実態として約３割のセンターで行われている。
　　早朝・夜間等の緊急預かりを実施しているセンターは３割弱。
　・ひとり親家庭等の利用支援：利用料金の補助を実施している自治体は約４分の１。
　・運営主体：全国的には社会福祉協議会が半数弱。３割がNPO法人。県下では、27か所中12か所が直営、11か所が
　　社会福祉協議会

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

特記事項

 利用料金  平日7:00～19:00 　　　　　　　　　１時間あたり700円
　　　　　 平日6:00～7：00、19:00～22：00　　１時間あたり800円
　　　　　 土日祝日、年末年始　　　　　　　　１時間あたり800円
　　　　　 ※兄弟姉妹の場合、２人目以降半額

 ファミリーサポートセンター事業は「児童福祉法」及び「子ども・子育て支援法」において、市町村が
実施すべき「地域子ども・子育て支援事業」として位置づけられている。また、平成27年度より、第２種
社会福祉事業に定められた。

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

　本事業は、児童クラブの迎えや保育施設までの送り迎えでの利用が多いことからも、他の子育て支援制
度を利用するために制度間の狭間をつなぐ事業ということができ、本事業の利用によって子育て支援制度
全体の利用効果、満足度も上がってくるともいえる。よって、直接の成果とはいえないが、数年に一度市
民意識調査によって測られる「子育てと仕事の両立できる環境」の満足度が成果指標のひとつとなる。
　また、各年度における新規コーディネート数は、アドバイザーが依頼会員に提供会員を斡旋紹介し、成
立した件数であり、本事業の基本的活動であることから、成果指標としている。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ26年度 Ｈ20年度

「子育てと仕事が両立できる環境」について、
「満足」「やや満足」と答えた人の割合 ％ 29.2/39 31.1/39

Ｈ26年度 Ｈ25年度 Ｈ24年度

新規コーディネート数 件 102 119 179

交流会参加者数 人 666 / 860 749 / 800 826 / 900

単位当たりコスト 総事業費 ／ 活動件数 円 1,720 1,763 1,894

177 / 169 169 / 189 189 / 184

活動件数 件 6,223 5,949 5,325

講習会参加者数 人 103 / 155 157 / 205 100 / 155

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ26年度 Ｈ25年度 Ｈ24年度

依頼会員数 人 1,838 1,761 1,931

提供会員数 人 487 / 477 477 / 447 447 / 413

両方会員数 人

○他市における会員数、活動件数、事業費
依頼会員 提供会員 両方会員 会員数合計 活動件数 H26予算額 H27予算額

神戸市 （1,536） 2,995 1,131 398 4,524 13,409 13,076,000 18,862,000 
西宮市 （486） 2,808 784 145 3,737 13,082 15,073,000 15,171,000 
姫路市 （534） 1,192 470 248 1,910 5,074 3,927,000 3,961,000 
尼崎市 （447） 1,332 373 83 1,788 2,354 4,590,000 5,849,000 
宝塚市 （227） 1,141 425 235 1,801 2,118 9,051,000 9,407,000 
明石市 （290） 963 316 83 1,362 2,687 6,995,000 6,995,000 

加古川市 （266） 1,838 487 177 2,502 6,223 8,775,000 8,379,000 

（人口：千人）
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（ ）

（ ）

（ ）

総計 10,154 千円 収支差 55 千円

特記事項

負債総額：―円　　　資本総額：―円
利益剰余金（もしくは欠損金）：―円

財務諸表URL

団体全体の
収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 0 千円 事業費 3,107 千円

県からの財政支出金 150 千円 管理費 0

その他
県連合婦人会事業委託料、社協助
成金、会費等

687 千円

千円

市町村からの財政支出金 9,317 千円 人件費 6,992 千円

委託料・指定管理料 8,687 千円 その他 0 千円

補助金 400 千円 総計 10,099 千円

その他 230 千円

役員 ― ― ― ― ― ―

出資比率 ― ％ 職員 ― ― ― ―

総計 8,688 千円 総計 8,688 千円

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

団体概要

　加古川市連合婦人会は、８地区の婦人会により構成しており、同時に消費者協会や婦人防火クラブとしての活動も行っ
ている。
　会員数は481人（平成27年4月1日現在）で、男女共同参画センターにおける登録女性団体（11団体）のうち最大の会員数
を有し、様々な場面において指導的役割を果たすとともに、特に男女共同参画の推進には重要な役割を担っている。
　実施事業としては、年間を通じ、子育てサポートとしての「三世代交流事業」「通学路における登下校時の見守り」等の自
主事業をはじめ、加古川市赤十字奉仕団等の福祉活動、市附属機関への委員参画等を通じ、行政との連携、地域住民と
の交流を促進し、市政発展、地域コミュニティの活性化に寄与している。

資本金 ― 千円
役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤 うち

（出向／OB） 監事 うち
（出向／OB）

市出資金 ― 千円

その他 千円 千円

その他 前年度繰越、預金利息 1 千円 千円

千円 千円

補助金 千円 千円

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 千円 人件費 6,286 千円

県からの財政支出金 千円 事業費 2,402 千円

市町村からの財政支出金 千円 千円

委託料・指定管理料 8,687

委託・指定管理・補助等　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 ファミリーサポートセンター運営事業 事業開始年度 平成15年

団体名 加古川市連合婦人会

団体への
支出根拠

（選定経過等、
支出先の妥当

性）

　本事業を開始した平成15年度から平成20年度までは「財団法人 加古川市コミュニティ協会」に事業運営を委託してい
た。外郭団体の統廃合により、平成20年度末をもって同協会が解散したことに伴い、平成21年度より後継委託先として、市
民との協働及び女性団体の活性化のねらいもあわせて、「加古川市連合婦人会」に事業運営を委託している。

事業番号２－４ 平成27年度
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加古川市ファミリーサポートセンター運営事業実施要綱 
 

平成 16年３月３日 

福  祉  部  長  決  定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、加古川市ファミリーサポートセンターによる育児の援助事業の実施に関

し必要な事項を定め、もって育児と就労の両立支援を図り、安心して働くことができる育児

環境を整備するとともに、地域における子育て支援活動の推進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、加古川市ファミリーサポートセンター（以下「センター」という。）

とは、育児の援助を行いたい者と援助を受けたい者とで構成する会員組織であって、その会

員相互による援助活動（以下「援助活動」という。）の調整その他第６条に定める業務を行

うものをいう。 

（事務所） 

第３条 センターは、加古川市加古川町寺家町45番 ＪＡビル３階に事務所を置く。 

（開設時間） 

第４条 センターの開設時間は、午前９時から午後５時までとする。 

（休業日） 

第５条 センターの休業日は、次のとおりとする。 

（１）土曜及び日曜日。 

（２）国民の休日に関する法律（昭和23年法律178号）に規定する休日。 

（３）１月１日から同月３日及び12月29日から同月31日までの日。（前２号に規定する日を除

く。） 

（事業の内容） 

第６条 センターは、次に掲げる事業を行う。 

（１）会員の募集、登録等の会員組織に関すること。 

（２）援助活動の調整に関すること。 

（３）援助活動に関する講習会等の開催に関すること。 

（４）会員の交流を深め、情報交換をするための交流会の開催に関すること。 

（５）関係機関との連絡調整に関すること。 

（６）センターの広報に関すること。 

（７）前各号に掲げるもののほか、援助活動の円滑な実施に必要な業務 

（実施主体等） 

第７条 事業の実施主体は、加古川市とし、市長は、その運営について前条に掲げる事業の全

部又は一部を社会福祉法人、特定非営利法人又は民間事業者等に委託することができる。 

（アドバイザー等） 

第８条 センターの円滑な運営を図るため、事務所にアドバイザーを置く。 
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２ アドバイザーは、第６条に定めるセンターの事業に関する事務を行う。 

３ センターは必要に応じ、アドバイザーの補助として会員の中からサブリーダーを選任する

ことができる。 

（会員） 

第９条 センターの会員は、援助を受ける会員（以下「依頼会員」という。）及び援助を行う

会員（以下「提供会員」という。）をもって構成する。ただし、依頼会員と提供会員はこれ

を兼ねることができる。 

（入会）  

第10条 センターの会員になろうとする者は、次に掲げる要件に該当し、所定の手続により登

録するものとする。 

（１）市内に居住していること（依頼会員にあっては、市内在勤者を含む。）。 

（２）センターの事業内容を理解し、援助活動の趣旨に賛同できること。 

（３）提供会員にあっては、心身ともに健康で援助活動に熱意を有すること。 

（４）依頼会員にあっては、原則として生後６ヵ月以上、小学校６年生以下の者（以下「子ど

も」という。）を養育していること。 

２ 提供会員は、入会に際して、センターが定める所定の講習を受講しなければ会員として登

録することができない。ただし、センターが認める講習会等の修了者にあっては、講習科目

の一部を免除することができる。 

（退会） 

第11条 会員は次の各号のいずれかに該当したとき、会員としての身分を喪失する。 

（１）退会の申し出があったとき。 

（２）前条第１項の要件を欠くとき。 

２ センターは、会員としてふさわしくない行為があったときは、退会させることができる。 

（会員の責務） 

第12条 会員は次に掲げる義務を負う。 

（１）援助活動を通じて知りえた個人の秘密を他に漏らしてはならない。退会した後も同 

   様とする。 

（２）援助活動を通じて、物品の販売もしくは斡旋又は宗教活動及び政治活動等を行って 

   はならない。 

（保険） 

第13条 会員は全てセンターの事業を対象とする補償保険に加入するものとする。 

２ 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。 

（援助活動の内容） 

第14条 提供会員の行う援助活動の内容は、次に掲げるものとする。 

（１）保育所、幼稚園、小学校及び児童クラブ等これに類する施設（以下「保育施設等」とい

う。）の開始時間まで子どもを預かること。 

（２）保育施設等の終了時間後、子どもを預かること。 

（３）保育施設まで子どもの送迎を行うこと。 
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（４）会員の病気や急用などの事由がある場合に子どもを預かること。 

（５）その他、センターが認める範囲において育児支援に必要な援助を行うこと。 

２ 前項の援助活動は、原則として提供会員の家庭において行うものとする。ただし、やむを

得ない事由により、提供会員の家庭において保育し難いと認められる場合は、依頼会員の家

庭において行うことができる。 

３ その他の援助活動の内容及び援助時間については、別に定めるものとする。 

（援助活動の実施） 

第15条 依頼会員は、援助を受けようとする場合は、センターに対して申込みをするものとす

る。 

２ センターは、前項の申込みを受けた場合は、アドバイザーが援助活動を調整し、調整内容

及び結果を記録するものとする。 

３ 前項の規定により調整を受けた依頼会員は、提供会員と申込みに係る援助の内容等につい

て事前打合せを行い、援助の実施を決定する。 

４ 依頼会員は、申込みした内容以外の援助を要求してはならない。 

５ 提供会員は、援助活動を行ったときは、実施内容を記載した報告書を作成し、当該援助を

受けた依頼会員の確認を受け、センターに提出するものとする。 

（援助活動の報酬等） 

第16条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動が終了するごとに、別に定める基準に従って

報酬及び実費を支払うものとする。 

（個人情報の取り扱い） 

第17条 センターは、個人情報の取扱いについて適切な措置を講じ、援助活動が円滑に進めら

れるように努めなければならない。 

（補則） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附  則 

（施行期日） 

この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

附  則 

（経過措置） 

２  第３条に規定する事務局の所在地については、平成16年４月４日までの間、加古川市野口

町良野398番地の１とする。 

附  則 

（施行期日） 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附  則（平成27年３月27日 福祉部長決定） 

（施行期日） 

この要綱は、決定の日から施行する。 
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加古川市ファミリーサポートセンター運営事業委託仕様書 
 

１ 目 的 

この仕様書は、加古川市ファミリーサポートセンター（以下「センター」という。）による

育児の援助事業の実施に関し必要な事項を定め、もって育児と就労の両立支援を図り、安心

して働くことができる育児環境を整備するとともに、地域における子育て支援活動の推進を

図ることを目的とする。 

 

２ 委託業務の名称 加古川市ファミリーサポートセンター運営事業 

 

３ 施行場所           加古川市加古川町寺家町45番地ＪＡビル３階 

                     （事務所）男女共同参画センターの一部 

                      なお、事務所については男女共同参画センターの一角とし、市から無

償貸与するものとする。 

 

４ 委託期間           平成27年４月１日から平成28年３月31日まで 

 

５ 事業内容 

（１）会員の募集、登録等の会員組織に関すること 

   センターの会員は、援助を受ける会員（以下「依頼会員」という。）及び援助を行う会員

（以下「提供会員」という。）をもって構成する。ただし、依頼会員と提供会員はこれを兼

ねることができる。 

   提供会員の登録の際には、センターの開催する講習会等の参加を経て所定の手続により

登録すること。 

    依頼会員登録の際には事前に事業の説明を十分行い、活動体制と内容について理解を得

ること。 

（２）援助活動の調整に関すること 

   会員間や関係機関との連絡調整・打ち合わせの実施等、会員相互がトラブルなく活動が

行えるように必要なコーディネートを行ない相談に応じること。 

（３）援助活動に関する講習会等の開催に関すること 

   次に掲げる項目を基に、研修の企画・運営を年 2 回以上行うこと。また、実施にあたっ

ては、研修計画（案）を作成し、加古川市（以下「発注者」）へ提出し了承を得ること。 

① 目的：安全に子どもを預かるために必要な基礎知識を身につけるとともに、事業を 

正しく理解し、提供会員として円滑に活動できるようにする。 

② 内容： ・保育の心について 

 ・心の発達とその問題について 

 ・身体の発達と病気について 

 ・小児看護の基礎知識について 

 ・安全・事故について 

 ・子どもの世話について 
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 ・子どもの遊びについて 

 ・子どもの栄養と食生活について 

 ・援助者としての心構え・活動の手順やルールについて 

③ 留意事項：研修の開催にあたっては、保育ボランティア等を確保し託児に努めるこ 

 と。 

（４）会員の交流を深め、情報交換をするための交流会の開催に関すること 

   センターは、事業を円滑に行うために、会員の中からサブリーダーを選任することがで

きる。 

   サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、センターの指導のもと、事業の推進に協力す

ること。 

   サブリーダーと協働で、提供会員を対象に年６回以上交流会を開催し、会員間の交流の

促進、情報交換を行うこと。また、全地区合同の全体会を年１回開催し、情報共有及び研

修を行い、会員の資質向上に努めること。 

（５）関係機関との連絡調整に関すること 

   センター事務局において登録会員の情報の集約、活動の援助等を行うこと。活動の中で

不適切な養育環境にある家庭を発見した場合は速やかに発注者に報告すること。 

（６）センターの広報に関すること 

   市民向けパンフレット・広報誌を作成・配布すること。パンフレット・広報誌について

は発注者に案を提示しあらかじめ了承を得ること。 

 

６ センター開所日及び開所時間 

  開所日：月曜日から金曜日 午前９時から午後５時まで 

  閉所日：年末年始（12月29日から１月３日）及び土・日・国民の祝日に関する法律に定め

る休日。ただし、これ以外に必要が生じた場合は協議の上定める。 

 

７  運営体制 

事業の実施場所に、アドバイザーを２名以上配置すること。 

アドバイザーは、近年の少子化・育児不安等の子育て問題とその背景及び子育て支援施策

等について知識・経験を有するものとし、事業に従事する職員の氏名等を記載した書類を提

出し、予め発注者に届出を行うこと。なお、職員の変更があった場合も同様とする。 

 

８  費用分担 

    発注者が負担するものは、施設の維持管理等に関する費用とし、事業を実施するにあたり 

必要な費用は、委託料に含めるものとする。備品購入及び修繕費等の費用で委託料に含まれ 

ない費用については、必要に応じて協議のうえ、是非を決定し費用分担を決定する。 

 

９  報告書の提出 

本事業の実施状況を記載した報告書を、次のとおり提出するものとする。 

（１）活動月例（活動報告書） 毎月分を翌月の15日まで 

ただし、国・県への報告に係る資料の提出については、別途指定するものとする。 
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（２）実績報告書 翌年４月末日まで 

 

10  事故発生時の報告 

受注者は、業務の実施に際して事故が生じた場合は、適切な処置を行うとともに、発注者

に報告するものとする。特に、緊急・重篤な要件の場合は、直ちに報告し、指示を仰ぐもの

とする。 

 

11  その他 

（１）受注者は、会員及び相談者の対応には十分配慮する。 

（２）受注者は、実施場所及び、関連業務執行中に政治活動、宗教活動、営利活動をしては 

ならない。 

（３）仕様書に定めのない事項は、必要に応じて協議のうえ決定する。 
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加古川市ファミリーサポートセンター 会員数

加古川市ファミリーサポートセンター 活動内容の内訳

合計 6,223 100.0% 5,949 100.1% 5,325 99.9%

※活動の割合は小数点以下端数処理の関係により合計が100％とならない場合がある。

保護者等の病気、その他急用の場合の援助 23 0.4% 92 1.5% 22 0.4%

その他 52 0.8% 24 0.4% 40 0.8%

保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助 181 2.9% 148 2.5% 126 2.4%

保護者の買い物等外出の場合の預かり 12 0.2% 63 1.1% 49 0.9%

子どもの習い事等の場合の援助 958 15.4% 1,547 26.0% 1,571 29.5%

保育所・学校等休み時の援助 4 0.1% 21 0.4% 32 0.6%

学童の登校前の預かり、送り、迎え 749 12.0% 670 11.3% 657 12.3%

冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の預かり 12 0.2% 14 0.2% 7 0.1%

放課後児童クラブの迎え、終了後の預かり 2,667 42.9% 1,334 22.4% 1,086 20.4%

学童の放課後の預かり 45 0.7% 295 5.0% 247 4.6%

平成25年度 平成24年度

件数 割合 件数 割合 件数 割合

保育所・幼稚園の送迎、帰宅後の預かり等 1,520 24.4% 1,741 29.3% 1,488 27.9%

両方会員 177 169 189

合計 2,502 2,407 2,567

平成26年度

平成26年度 平成25年度 平成24年度

依頼会員 1,838 1,761 1,931

提供会員 487 477 447
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