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ご存知ですか？
子ども・子育て支援新制度

平成27年度からスタートした新制度を再確認してみましょう

子ども・子育て支援に関する国の取り組みは、内閣府のホームページに掲載されています。ここでは、ニュースなどでも

よく耳にする『子ども・子育て関連３法』の主なポイント（内閣府のホームページから要点を抜粋）をご紹介します。

ポイント① 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規模保育等への給付（「地域型保

育給付」）の創設

地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育

機能の確保に対応します。

ポイント② 認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）

幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づ

けます。

ポイント③ 地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域

子ども・子育て支援事業」）の充実

教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭及び子どもを対

象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施していきます。

ポイント④ 基礎自治体（市町村）が実施主体

市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施します。国・都道府県は実施主体の市町村を重

層的に支えます。

ポイント⑤ 社会全体による費用負担

消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提としています。

ポイント⑥ 政府の推進体制

制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備（内閣府に子ども・子育て本部を設置）しました。

ポイント⑦ 子ども・子育て会議の設置

有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者等（子ども・子育て支援に

関する事業に従事する者）が、子育て支援の政策プロセスなどに参画・関与することができる仕組みとして、国

に子ども・子育て会議を設置しました。市町村等の合議制機関（地方版子ども・子育て会議）の設置努力義務と

します。

『子ども・子育て支援新制度』とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ど

も・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法

に基づく制度のことをいいます。平成25年から国で設置された「子ども・子育て会議」で、より具体的な検討が進められ、それ

に伴い各市町村で策定された具体的な支援事業計画によって、実際に子どもと子育て家庭への支援を充実します。

子育て支援に関わる方にとっては大切な情報だと思いますので、いまいちど確認してみてください。

子ども・子育て関連3法の主なポイント



板橋区では、「保護者が子育てについての第一義的責任を有すること」を前提としつつ、地域や社会がみんなで育てると

いう意識を高め、「子どもの最善の利益が実現される板橋区」を目指すとし、主に、①待機児童解消の推進、②地域の子育て

支援事業の充実、この2点をポイントに取り組みを進めます。

板橋区の取り組み

小学校就学前の施設として、「幼稚園」(対象３歳～５歳）、「認可保育園」（対象０歳～5歳）、「認定こども園」（対象０歳～

5歳）があります。（※認定こども園とは、幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持った施設のこと）

新制度では、少人数の子どもを保育する「地域型保育事業」が認可事業として新たに創設されます。地域型保育事業に

ついて、以下を参照してください。

【地域型保育事業】（対象０歳～２歳）

少人数の単位で０～２歳の子どもを預かる事業で、次の４つの種類があります。

① 家庭的保育（家庭福祉員）

家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員５人以下）を対象に保育を行います。

② 小規模保育

少人数（定員６～19人）を対象に保育を行います。

③ 事業所内保育

会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

④ 居宅訪問型保育

障がいや疾病などにより集団保育が困難な場合に、保護者の自宅で１対１の保育を行います。
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小学校入学前の保育

厚生労働省の調査によると、共稼ぎ世帯は全国で1000万世帯を超えています。また、ひとり親の家庭においては、25

年前に比べると、母子家庭が１．5倍、父子家庭が1.3倍増加しています。さらに近年では、子どもの貧困が社会問題となっ

ており、2014年に厚生労働省が発表した「子供の（相対的）貧困率」は過去最悪の１６.３％に上り、６人に１人の約３２５万人

が「貧困」に該当しています。この数値は先進２０カ国のうち、４番目の高さにあたります。

家庭の子育て環境や背景は多様化しています。子ども・子育て新制度は、すべての子どもが安心・安全に成長・発達す

る権利を等しく保障されるために、各家庭の状況やニーズに対して対応することを目的として、従来の制度の見直しが

行われたとも言えるでしょう。しかしながら、制度は拡充しても支援の質や内容は、実際に支援に携わる一人ひとりの力

によるものが大きく、子育て支援者、子育て支援員のみなさんはとても大切な人材であることは間違いありません。い

ずれにおいても、子育て支援者・子育て支援員の方々のサポートは今後もますます求められていくと思われます。ぜひ、

みなさんも子ども・子育て支援に関する情報を積極的に手に入れて、ご自身の子育て支援に生かしてください。

多様な家庭環境に対応できる支援を

子ども・子育て新制度について、また認定こども園について、くわしく知りたい方のためのサイト

◆内閣府 子ども・子育て新制度 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/

◆板橋区 子ども・子育て新制度 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/056/056960.html

◆板橋区 子ども・子育て会議 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/069/069655.html

◆認定こども園 http://www.youho.go.jp/



ガイド① サポステ交流会を開きました
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11月７日（土）、グリーンホール１階ホールで、サポステ交流会を

開催しました。この日は、２０１５年度第２回子育て支援員養成講座

（土日中心コース）の最終日だったこともあり、すでに活動され

ている先輩を含め、たくさんの方々が参加し、有意義な時間を過

ごしました。

とくに、ファミリー・サポートの援助会員としての活動を希望さ

れている方の具体的な疑問や不安について、さまざまな質問が

挙げられ、実際に援助会員として活動をされたことのある方が、

それぞれの経験談を交えて、話をしてくれました。

さまざまな支援に関する疑問に対して、経験談などを交えて実際の活動に役立つ情報を交換しました

また、育児支援ヘルパーとして活動されていらっしゃる方も参加してくださったので、幅広く情報が得られました。なかな

かこのように集う機会がありませんので、大変貴重な時間になりました。今後も、ぜひ交流会にご参加ください。楽しい時間

をありがとうございました！

子育て支援に対するみなさんの思いをお聞かせいた

だきました！

「こんにちは赤ちゃん事業」子育てサポーターを募集します

◆こんにちは赤ちゃん事業は、出生通知票が提出されていない生後約２か月の赤ちゃん

のいるご家庭に訪問する事業です。

◆お母さんの不安や悩みに耳を傾け、近隣の子育て支援情報を伝えて、適切なサービス

へとつないでいく活動です。

◆面接の上、採用を決定します。応募する方は、健康推進課健康サービス係までご連絡ください。

●日時：平成２８年１月２７日（水）午前・午後

●会場：板橋区役所南館３０１会議室（２１番健康推進課へ来庁して頂き、職員がご案内します）

◆本事業について詳細を知りたい方のために下記の日程で説明会を行います。

＊説明会参加希望の方は、１月１２日（火）１７時までに下記の申込・問合先へご連絡ください。

●日時：平成２８年１月１４日（木）①午後１３時３０分～１４時３０分、②１５時～１６時

●会場：板橋区立グリーンホール １０１会議室

◆申込・問合 板橋区板橋保健所健康推進課健康サービス係 担当：西尾・磯貝 ☎０３（３５７９）２３１３

～応募条件～
①子育て支援者養成講座２級課程修了者

または子育て支援員養成講座修了者

②平成２８年４月から１年間活動できる方

③毎月の連絡会および研修に参加できる方

④自転車に乗れる方

◆募集人数：各健康福祉センター ２～３名

◆活動日・時間帯：平日の９時～１７時の間

～支払いに関すること～
訪問１件につき、１,０００円の支払い

（交通費支給なし）

◆普通傷害保険契約あり(訪問活動中の補償)

◆活動時使用する事務用品、訪問鞄は貸与

◆契約期間は１年間

※申込期限： 平成２８年１月２０日（水）１７時まで
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ガイド② 動物由来感染症を
ご存知ですか？

『動物由来感染症』とは、文字通り動物から人に感染する病気の総称です。日本では、寄生虫による疾病を入れても

この動物由来感染症は数十種類あると言われていますが、世界では次々と新しい感染症が見つかっています。

●動物の各カテゴリーと動物由来感染症との関連

カテゴリー（群） 動物由来感染症との関連

ペット（伴侶動物） 本来、犬や猫からうつることは少ないが、まれに病原体を持っている。
人と密接に触れ合うことで感染することがある。

野生動物 どのような病原体を持っているか不明な点が多い。
重篤な感染症の病原体を持っている可能性がある。

家畜 家畜品等による食中毒の原因となる場合がある。
衛生対策の徹底で予防可能な感染症が多い。

展示動物 人と動物とが触れ合える施設では、不特定多数の人が接触することから、動物由来感染症に配
慮した対策が必要。

動物由来感染症の原因となる病原体には、大きいものでは数センチ以上もある寄生虫から、小さいものでは電子顕

微鏡を用いなければ見ることができないウイルスまでさまざまです。また、最近では従来の微生物の概念とは異なる

プリオンという異常たんぱく質までもが、動物由来感染症の原因となることが分かっています。

●日常生活で注意すること

＊犬の予防接種と登録等 ＊過剰な触れ合いを控える ＊動物に触ったら必ず手洗い等をする

＊動物の身の回りは清潔に ＊砂場で遊んだら必ず手を洗う ＊糞尿は速やかに処理する

＊野生動物の家庭での飼育や野外での接触は避ける ＊室内で鳥を飼育する時は換気を心がける

ペットを飼っている人は、ペットも定期健診などをして、日常の健康管理に注意し、病気を早めに見つけることが大切

です。また、季節によって渡り鳥がやってきます。公園や路上に落ちている鳥のフンなども避けるようにしましょう。

出典：厚生労働省『動物由来感染症（ズーノーシス）ハンドブック２０１５』

障がい者週間記念行事『ダンス交流会』 をお手伝いくださるボランティア募集

◆日 時 平成27年12月6日（日） 9：00～12:00 (イベント開催時間は10:00～）
◆会 場 板橋区立グリーンホール 2階ホール

幼稚園の子どもたちのかわいいダンス。元気な中学生たちの躍動感ある踊り。ハンディキャップのあるお子さんも一緒に

参加します！『ダンス交流会』は、平成27年度 障がい者週間記念行事 障がい者理解促進事業です。

会場の準備から、会場案内、乳幼児の見守りなどをお手伝いしてくださるボランティアさんを募集します。

◆お申込み先 学習推進センター（正式名称：特定非営利活動法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし）

＊電話（またはＦＡＸ）： ０３－５９４３－１８８８
＊ＦＡＸでお申込みの場合

◎「お名前・お電話番号（ある方はケータイ番号）

◎登録番号（すまいるの封筒のあて名ラベルに印刷してあります。ご不明の際は、その旨を明記ください）

主催 ： 板橋区福祉部障がい者福祉課

＊当イベントは、サポステを受託しております特定非営利活動法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばしが

企画しております。連絡先がサポステと同じですので、お申し込みの際は、「ダンス交流会のボランティア」とお伝えくだ

さい。



児童館は、遊びを通して、健康で心豊かな子ども

たちを育てていくための施設です。

18歳未満の子どもたちが利用でき、児童館のルー

ルに合わせて好きな遊びを楽しむことができます。

児童館では、さまざまなシーンでボランティアのみ

なさんの協力を求めています。
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児童館ボランティア

募集コーナー それぞれの施設に直接お電話でお問い合わせください。

（日・月曜日、12/23、年末・年始、1/12、2/11を除きます。）

１ こどもわくわくフェスタ２０１６ 中学生・高校生ボランティア募集！(第１回)

■日時：平成２８年５月２２日（日） ９：００～１６：００※事前に数回の打合せがあります。（日程は現在調整中）

■内容：板橋区平和公園（常盤台４丁目）で、区内の２６児童館が合同で開催する大きなイベントの手伝いをして

頂ける方を募集します。 ■募集条件：子どもが好きな区内在住・在学の中学・高校生（個人・グループどちら

でも可）。 ■その他：動きやすい服装。 ■締切日：平成２８年２月２６日（金） １７：００

■連絡先：紅梅児童館（徳丸６-２-１０） 担当：安藤 ℡ ３９３４－６４７７

２ 西徳児童館 幼児イベントのボランティアさんを募集します！
■日時：１２月１７日（木）９：３０～１２：００ ■内容：行事『クリスマス会』の準備、運営、後片付けのお手伝いをお願い

します。 ■募集条件：１８歳以上の女性の方で子どもに理解のある方

■その他：動きやすい服装 ■締切日：１２月１０日（木）１７：００

■連絡先：西徳児童館（西台４-４-３７） 担当：中島 ℡ ３９３６－２４０９

３ 清水児童館 教材準備をお手伝いしてくださる方を探しています！

■日時：１２月８日（火）～１２月２５日（金） ９：００～１７：００ の間で、１～２時間でも都合のつく時にお願いします。（日・

月曜日と１２月２３日を除く） ■内容：乳幼児の活動で使用する教材の準備を手伝ってください。

■募集条件：細かい作業が好きな方 ■締切日：１２月１９日（土）１７：００

■連絡先：清水児童館（清水町72-7） 担当：木内℡３９６３-３３１３

４ 上板橋児童館 幼児クラブ活動の準備と片付け、乳幼児の見守りを募集します！

■日時： 火曜日～金曜日 ９：００～１２：００ １３：００～１６：００ ＊日程、時間について相談に応じます。

■内容：幼児クラブの活動準備と片付け、乳幼児の見守り補助をお願いします。

■募集条件：18歳以上の健康で子ども好きな女性の方。

■その他：汚れても大丈夫な服装、着替え（必要な方）、水分補給用品（水筒など）。

■締切日：１２月２５日（金）１７：００■連絡先：上板橋児童館（上板橋２－３－８） 担当：内田 ℡ ３９３３－６９７０

５ 中板橋児童館 なかよしランドのボランティア方を募集しています！

■日時： 平成２８年１月２９日（金） １０：００～１２：００

■内容：マーケットコーナーや工作コーナー、変身コーナーなどのお手伝いをお願いします。

■募集条件：１８歳以上で子どもに理解のある方。

■その他：動きやすい服装。 ■締切日：１月２２日（金） １７：００

■連絡先：中板橋児童館（中板橋11－９）担当：金子℡３９６２－９４８５



高島平つくし保育園 ＊子どもたちと一緒に遊んでくれる方、募集！

●日時 平日９：００～１７：００ 随時募集 ●内容 保育の補助及び保育準備のお手伝いをお願いします

●募集条件 １８歳以上の女性の方で子どもが好きな方 ●その他 動きやすい服装・上履き・外履き（お弁当・水筒）

●締切日 平成２８年２月末日 ★連絡先（住所） 高島平つくし保育園（高島平２－２６－３－１０１）

最寄駅：高島平駅徒歩１２分 ★連絡先（電話）０３－３９３６－１３６０ ★担当者 安田（やすだ）

若木保育園 ＊保育園の仕事を体験してみませんか

●日時 ９：００～１６：００（要相談） ●内容 保育のお手伝い、保育環境整備など

●募集条件 高校生以上で子どもが好きな方 ●その他 動きやすい服装、上履き、外履き

●締切日 随時 ★連絡先（住所） 若木保育園（若木２－１１－６）

最寄駅：上板橋駅徒歩１４分 ★連絡先（電話）０３－３９３２－０５５１ ★担当者 松本（まつもと）

みなみ保育園 ＊子どもたちとたくさん遊んでくださる方募集

●日時 要相談 ●内容 乳児・幼児の保育補助及び保育準備等をお願いします

●募集条件 １８歳以上で子どもの好きな方 ●その他 動きやすい服装・上履き

●締切日随時 ★連絡先（住所） みなみ保育園（板橋区幸町３－１） 最寄駅：大山駅徒歩１０分

★連絡先（電話） ０３－３９７３－１３１１ （９：００～１６：３０に連絡してください） ★担当者 佐々（さっさ）

板橋保育園 ＊子どもが好きな方大募集！

●日時 いつでもＯＫです ●内容 保育補助、保育準備、環境設定、清掃、ガーデニング、工作 なんでも大募集！

●募集条件 中学生以上で子どもが大好きな方

●その他 動きやすい服装で、上履きもご準備ください ●締切日 とくにありません。興味のある方、ご連絡お待ちしています

★連絡先（住所) 板橋保育園（板橋区大和町３６－４）

最寄駅：板橋本町駅徒歩３分 ★連絡先（電話）０３－３９６１－４９６９ ★担当者 諏訪(すわ）

志村橋保育園 ＊保育園のお仕事・・・体験してみませんか！

●日時 ９：００～１６：００（要相談） 随時受付 ●内容 保育のお手伝いをお願いします！

●募集条件 子どもが好きな方 ●その他 動きやすい服装・上履き

●締切日 なし ★連絡先（住所） 志村橋保育園（板橋区舟渡３－６－３） 最寄駅：浮間舟渡駅徒歩１5分

★連絡先（電話）０３－３９６６－０２８６ ★担当者 大澤（おおさわ）

-７-

保育園ボランティア
募集コーナー

それぞれの施設に
直接お電話で

お問い合わせください

蓮根保育園 ＊子どもが好きな方！園芸が好きな方！裁縫が好きな方！お掃除が好きな方！募集

●日時 随時、募集しています（１・２時間の参加でも大丈夫です） ●内容 保育のお手伝い・保育環境整備

●募集条件 中学生以上で子どもが好きな方 ●その他 動きやすい服装・外履き・上履き ●締切日 特にありません

★連絡先（住所） 蓮根保育園（板橋区蓮根２－６－１５） 最寄駅：蓮根駅徒歩７分

★連絡先（電話）０３－３９６８－０６８７ ★担当者 木村（きむら）



-８-

集 後 記編

１１月７日に行われた『サポステ交流会』は、新・子育て支援者のみなさんと、すでに子育て支援活動をされている支援者

さんとで、活発に意見が交わされた有意義な時間となりました。これから具体的に何かしらの支援を始めようと思われて

いる方にとっては、実際の支援を経験されている方の話を直接聞いてみることが何よりだと思いました。『子育て支援』を

共通点にしていろいろな人とご縁を広げることって嬉しいことですね (編集担当：岡本・野邉）

発行 子育て支援員活動サポートステーション
（NPO法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし）

〒173-0005 東京都板橋区仲宿45-6
デイサービスおむすび内

ホームページ http://www.saposute.info
メールアドレス info@saposute.info
TEL＆FAX 03-5943-1888

相生保育園 ＊子どもが好きな方！ 剪定が得意な方！ 作り物が好きな方！

●日時 要相談 ●内容 保育のお手伝い・保育環境整備 ●募集条件 １８歳以上で子どもが好きな方・剪定が得意

な方・裁縫の得意な方 ●その他 動きやすい服装・上履き・外履き ●締切日 随時募集

★連絡先（住所） 相生保育園（相生町２４番都営相生町アパート第３号棟―１０１号） 最寄駅：志村三丁目徒歩１０分

★連絡先（電話）０３－３９３６－９６３６（８：４５～１７：００に連絡してください） ★担当者 塚本（つかもと）

西前野保育園 ＊子どもたちと遊んでくれる方募集♪

●日時 平成２８年３月３１日まで ９：００～１２：００ １４：４５～１７：００ ●内容 子どもたちと遊んだりお世話をお願いします

●募集条件 １８歳以上で子どもが好きな方 ●その他 動きやすい服装・上履き・外靴 ●締切日 随時募集

★連絡先（住所） 西前野保育園（前野町６－１０－７） 最寄駅：東上線上板橋駅徒歩１０分

★連絡先（電話）０３－３９６５―３１４４ ★担当者 石田（いしだ）

南前野保育園 ＊一緒に遊んでくださる方募集！

●日時 ご希望の日程・時間での対応ができます ●内容 子どもたちと一緒に遊んだり、保育準備を手伝ってください

●募集条件 子どもの好きな方、手作りの好きな方など ●その他 動きやすい服装でおいでください ●締切日 随時受付

★連絡先（住所） 南前野保育園（板橋区前野町２－２３－１） 最寄駅：ときわ台駅徒歩１５分（淑徳短期大学の近く）

★連絡先（電話）０３－３９６７－３８３０（１０：００～１６：３０に連絡してください） ★担当者 三邊（みなべ）

高島平すみれ保育園 ＊子どもたちと遊んだり、保育のお手伝いをしていただける方をお待ちしています！

●日時 随時 １０：００～１６：００ ●内容 保育準備や保育補助・室内清掃など ●募集条件 １８歳以上で子どもが好きな方

●その他 動きやすい服装・上履き・運動靴・水筒・お弁当（一日いる方のみ） ●締切日 随時募集

★連絡先（住所） 高島平すみれ保育園（高島平２－２８－６－１０１） 最寄駅：高島平駅徒歩５分

★連絡先（電話）０３－３９３６―１３７０ ★担当者 栗本（くりもと）

高島平もみじ保育園 ＊一緒にお散歩や遊んだりしませんか

●日時 平日 ９：３０～１６：００ 半日などでもかまいません ●内容 子どもと一緒に遊ぶ、製作準備、清掃

●募集条件 １８歳以上で子どもが好きな方 ●その他 動きやすい服装・上履き ●締切日 特にありません

★連絡先（住所） 高島平もみじ保育園（高島平３－１０－１－１０１） 最寄駅：新高島平駅徒歩３分

★連絡先（電話）０３－３９７５―８４５４（９：００～１７：００に連絡してください） ★担当者 高橋（たかはし）


