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第第第第 2222号 議 案号 議 案号 議 案号 議 案     

 

平成平成平成平成26262626年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画    

 
 当事業団は、昭和38年7月に設立されて以来、児童・青少年の福祉の増進を図ることを目的に、積極
的な事業の展開に努めてきた。平成26年度においても引き続き香川県教育委員会からの受託事業として、
五色台少年自然センター及び屋島少年自然の家の利用者に対して生徒送迎などの諸事業を円滑に行う。
また、さぬきこどもの国については、平成23年度から5年間の指定管理者として、適正な維持管理及び
健全育成事業の一層の推進を図る。さらに、香川県から出資を受けた基本財産及び特定資産の運用益を
活用して、地域の子育て支援の強化に資する各種事業をきめ細かく実施する。 

 

1.1.1.1. 本部本部本部本部                                                                        12,430                                                                        12,430                                                                        12,430                                                                        12,430千円千円千円千円    

 

(1) 理事会及び評議員会の開催等法人管理諸経費                                       530千円 

 

公３ 子育てしやすい環境づくり推進のための子育て支援事業 

(2) 地域子育て支援事業                                                           11,880千円 

 

基本財産及び特定資産の運用益により、また香川県から委託を受け、地域で子育て支援に携わる人材

の育成や子育て家庭への情報提供など地域の実情に応じた子育てしやすい環境づくりを推進する。 

項  目 事    業    内    容 財源 

・地域子育て人材育成事業                              予算額：1,100千円 

【研修会参加・開催及び子育てボランティア活用に対する助成】 

○助成対象：子育て関係団体・支援者等 

○助成事業 

 ①研修会等参加事業：県外で開催される研修に参加する費用の一部を助成 

 ②研修会等開催事業：子育て支援に携わる人材の育成や、技術向上を図るた

めの研修会を開催する費用の一部を助成 

 ③子育てボランティア活用事業：子育てボランティアを活用した事業を実施

する団体の経費の一部を助成 

○助成額 

 ①研修会等参加事業：3万円/人(上限) 

 ②研修会等開催事業・子育てボランティア活用事業：10万円上限 

【研修会の開催】 

 香川県児童館連絡協議会の協力を得て、放課後児童クラブ指導員の資質の向

上を図るため研修会を開催する。 

○研修会予定定員：30名程度 

○研修会予定開催日：平成27年2月頃 

運用益 
人材 

育成 

事業 

 

3,250 

千円 

・子育て支援コーディネーター養成事業                   予算額：2,150千円 

 県内各ブロックでひろば事業者等を対象に「子育て支援コーディネーター」の

養成講座を実施し、関係従事者のスキルアップを図るとともに、事業者、行政が

地域での子育て支援の環境づくりに向けて協働する体制を推進する。 

県 

委託金 
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項  目 事    業    内    容 財源 

・地域子育てサポート事業                               予算額：2,200千円 

（赤ちゃんおめでとうバッグ事業） 

 妊娠から出産、子どもの成長の時期にあわせた子育て支援情報誌を発行し、乳

児を持つ保護者に地域で子育て支援を行っているボランティア等を通じて配布

する。 

運用益 

・子育て家庭応援事業                                   予算額：2,720千円 
子育て家庭が気軽に子育て支援情報に接することができるよう、妊娠、出産、

育児、家庭、教育などの子育てに関する情報提供を行う。     
 ○みんな子育て応援団かわら版の発行(年3回15万部発行予定） 

運用益 

情報 

提供 

事業 

 

5,720 

千円 
・お父さん応援事業                                       予算額：800千円 

○お父さん応援冊子作成事業 
 母子健康手帳配布時に、新たに父親になる人に対してお父さん応援冊子を配布
し、妊娠、出産、育児、家庭などの子育てに関する情報提供を行う。 
○父親の育児等支援事業 

 ワークライフバランスや子どもを生み育てやすい環境づくりを目指すため、企
業や地域で父親の意識改革を図る「父親応援プログラム」を開催する。 

運用益 

環境 
づくり事

業 
 
450 
千円 

・臨時託児室設置促進事業                                 予算額：450千円 
子育てと社会参加が両立できる環境づくりを推進するため、研修会、イベント

等を開催する際、臨時の託児室を設け、一時的に子どもを預かる場合、その経費
の一部を助成する。また利用を促進するためイベント主催者等からの問い合わせ
に対し、託児団体の情報を提供する。 

○助成対象：営利を目的とせずにイベント等を開催する主催者 
○助成額等：10万円/件(上限額) 

運用益 

・助産師のほっと相談室                                   予算額:1,010千円 
 妊娠、出産、子育てに関する様々な問題や心身にわたる悩みに対し、必要なと
きに気軽に相談することができるよう、出産直後の母親の育児不安を解消するた
めの育児相談や母乳に関する健康相談を県内各地で定期的に実施する。                     
○委託先  一般社団法人香川県助産師会 
○事業内容 

  母乳育児支援事業 年間60回程度 

運用益 
相談 
事業 
 

2,460 
千円 

・親育ちプログラム実施促進事業                           予算額:1,450千円 
 子育てや家庭教育に不安を抱え、孤立しがちな家庭の保護者を応援し、保護者
同士のなかまづくりを進めるために、「親育ちプログラム」を活用した講座を実
施する団体にその経費の一部を助成し、家庭教育支援基盤の強化を図る。 
 ○親育ちプログラム（Nobody's Perfect Program）開催団体への助成 

35万円予定/プログラム(上限額) 

運用益 

 

(3) 法人税等経費                                                                    20千円 
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2.2.2.2. さぬきこどものさぬきこどものさぬきこどものさぬきこどもの国事業所国事業所国事業所国事業所                                                     374,019                                                     374,019                                                     374,019                                                     374,019千円千円千円千円    

 

さぬきこどもの国は、「すべての児童・青少年が、心身ともに健やかに、情操豊かに育つことを目指し、

最善のサポートを実践する」の基本理念のもと、子どもたちに対し時代の変化に対応した質の高いサー

ビスを提供するとともに、県内唯一の大型児童館として幅広く、効果的な公的支援を推進する。基本方

針の「連携」、「創造」、「研鑽」に重点を置いた積極的な事業展開を図る。 

 
公１ さぬきこどもの国の管理・運営その他児童・青少年の健全育成事業 

(1) 管理業務                                                                   271,761千円 

 

さぬきこどもの国の施設（設備・遊具）について、スタッフ及び委託事業者一丸となり、日常点検

を実施し、利用者の安全に万全を期する。特に遊具は設置後長期間を経過しており、利用者の安全確

保と事故防止の観点からより一層の管理の徹底を図り、保守点検等により不備を発見したときは直ち

に修繕改良等を行い、施設等の円滑な運用に努める。 

来園者に対する安全対策として防犯・防災について、必要に応じマニュアルの改訂・設備の充実を

図るとともに各種訓練を実施する。 

施設の利用促進については、小学校高学年や中高生でも楽しめるよう幅広い年齢層にアプローチで

きるような各種イベントを積極的に展開し来園者の増大を図る。 

利用者に対するサービス向上の一環として、今年度も引き続きNPO等との人事交流や他県の児童館

を視察等を行い、職員のスキルアップに努める。 

 

(2) 育成事業                                                                     78,692千円 

    

育成事業は、多種多様な遊びの体験や創造活動を通して、次世代を担う児童の資質向上や健やかな成

長発達を促進する事業を行う。 

工房等運営事業では、他の施設では見られない美術・科学・音楽・コンピュータの４つの工房の専門

スタッフの創意工夫により、それぞれの特性を活かしたプログラムの他、民間企業・団体との連携も積

極的に行い、子どもの自主性や体験を重視した企画や工房ミニイベントを実施する。 

また、スペースシアター運営事業では、宇宙や星空に対する子ども達の興味を引き立てるとともに番

組の上映や専門職員による星座の生解説等を取り入れたプログラム、また、星空と生演奏のコラボレー

ションによるプログラムなどを提供し、大人も楽しめるような幅広い利用者の獲得を目指す。 

移動児童館とは別に企画した障がい児向けプログラムについては、移動児童館巡回事業と統合し、ひ

とりでも多くの子どもたちに楽しんでもらえるよう各施設等に積極的に出向き、さぬきこどもの国で実

施している遊びのプログラムを提供する。子育て支援の活性化と遊びの普及、児童館活動の周知を目的

とした講師派遣事業については、昨年度に引き続き内容の充実と事業の定着化を図っていく。 

企画事業は、地元企業やNPO等との積極的な連携を図り、さぬきこどもの国全体で取り組むべき事業

を中心に様々な事業を展開する。また、こども劇場その他広く施設を活用し、利用促進を図る。 

屋外施設のサイクルセンターにおいては、変わり種自転車の種類を増やすなど利用を促進する。また、

YS-11型航空機・ことでん車両の公開展示及び各種遊具の活用による健康増進や、親子のふれあい、公

共マナーの向上に努める。なお、屋外遊具については、設置後長期間を経過していることから、安全面

により一層注意するとともに適宜修繕等を行っていく。 
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(3) 支援・啓発事業                                                               20,284千円 

 

支援・啓発事業では、親子で遊ぶ場や子どもたちの発達に見合った遊びのプログラム提供を通して親

子の良好な関係を作るとともに、子ども同士・親同士の交流を促し、子育て家庭の孤立化の防止に努め

る。 

子育て支援事業では、乳幼児とその保護者向けにスキンシップ遊びを中心としたプログラムを実施し、

育児中の保護者のリフレッシュや同じような年齢の子どもを持つ保護者・子ども同士の交流、子育てに

関する情報交換の場とするとともに、地域の子育て支援施設の情報提供等にも努める。また、幼児体育

インストラクターなどによる様々なジャンルの運動遊びの場を提供することで、子ども達自身が体を動

かすことの楽しさを実感しながら身体能力の向上を図る。本年度の新たな取り組みとしては、大学と協

働で遊びのプログラムを企画し、次世代の親となる学生に子どもとの関わりや子育ての在り方について

体験する機会を提供する。また、将来を担う子どもと保護者を対象に、親子が一緒に学ぶ楽しさを感じ

てもらう学習の場を提供する。 

相談事業では、子育て中の保護者の不安や悩みに適切に対応できるよう、助産師や栄養士、臨床心理

士等の専門家に相談ができる機会を増やすことで、さぬきこどもの国の相談事業の特色づくりに努め、

安心して子どもを産み育てられる環境づくりに努める。 

児童館等運営支援事業としては、県内児童館及び地域の子育て支援団体での遊びが豊かになるよう、

遊具や児童文化財等の貸出を行う「遊びのサポート事業」に積極的に取り組むとともに、香川県児童館

連絡協議会事務局として「児童館活動サポート事業」での助成を行い、児童館活動の活性化と充実を目

指す。 

ボランティア事業は引き続き随時募集を行い、意欲的な人材の確保に努め、ボランティアによる遊び

のプログラムを県内の児童館等で実施する「ボランティア派遣事業」を行い、ボランティア活動の活性

化やボランティアの活動の場を広げる。 

広報啓発事業においては、当館の情報誌「さぬきこどもの国Ｎews」は、24年度から広告収入を得る

ことにより部数を増刷し県下の保育園・幼稚園・小学校に配布しているが、本年度はさらに県内の産科

を有する病院等へ配布するなど、広報の拡大を目指す。 

 
収１ さぬきこどもの国における自動販売機設置等事業 

(4) 自主事業                                                                      3,282千円 

 

近隣に飲食店・商店等がないため、香川県から行政財産の目的外使用許可を得て、来園者の利便性向

上のため、児童館内に軽食コーナー、物販店舗、自動販売機の設置・運営を行なう。 

本年度も来園者のニーズに合った商品の提供を行ない、サービスの向上に努める。 
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月 日（曜） 事    業    名

6（日）  自然案内人と巡る♪こどもの国散策会（東西ウィング・芝生広場）

13（日）  親子防犯教室（県警との共催）（劇場）

29（祝）  さぬきこどもの国　開園記念日（びっくり！こいのぼり：劇場10:00～15:00 こどもの国○×クイズ：芝
生３回）

3（土・祝）  児童館フェスティバル                    屋台　　臨時駐車場

4（日・祝）  走る！飛ぶ！回る！（きのいい羊達)　     屋台　　臨時駐車場

5（月・祝）  こどもフェスティバル　　　　　　　　　　屋台　　臨時駐車場

6（火・祝）  運動遊び                           　　 屋台

18（日）  畑プロジェクト～ミッション①～（花壇）

1（日）  人権フェスティバル（高松市主催）（芝生広場他）

７（土）  はぐくみカレッジ① 高松短期大学

22（日）  たくさんの積み木であそぼ！（劇場）

6（日）  七夕イベント2014（全館）星のお兄さん　　

20（日）  もしも？キャンプ（県内大学生協力）（館外）

21（月）  もしも？キャンプ（県内大学生協力）（館外）

27（日）  電波教室（科学①電波協会と共催）（劇場）

3（日）  よろしくメカボット９(PC①高専と共催）（研修室・劇場）

10（日）  巡回児童劇（劇場）

平日か土曜日  アートツアー（美術館と共催）

23（土）～25（月）  創造する～スケルトンタウン～（美術①）（劇場）

7（日）  畑プロジェクト～ミッション②～（花壇）

14（日）  イリモンゲットだぜ！（科学②県水産課と共催）（劇場）

21（日）  アフリカン☆ビート（音楽①）（劇場）

 はぐくみカレッジ③香川短期大学

5（日）  育児の日フェスティバル（共催）（芝生広場・劇場）

12（日）  ねんどこワールド（劇場）

13（月・祝）  ねんどこワールド（劇場）

19（日）  畑プロジェクト～ミッション③～（花壇）

3(月・祝）  こどもハウジング（劇場）

9（日）  Sound of Feeling（音楽②）（劇場）

22（土）  いい夫婦の日イベント（わははネット共催）（劇場）

６（土）  はぐくみカレッジ②四国学院大学

7（日）  シアターイベント（スペースシアター）

14（日）  大型造形あそび（劇場）※冬休み中の平日も可

23（火・祝）  クリスマスイベント（全館）

1 3（土）  新春ことはじめ～対決！巨大かるた大会～（劇場）※予算があれば活弁士

1（日）  あつめてアートスペシャル「みんなで作る光の世界」（美術②）（劇場）

１５（日）  キッチンサイエンス！～トマトケチャップでおいしく食べよう！～（科学③カゴメ共催）
（アグリーム）

1（日）  香川合同学園祭（芝生広場他）

1（日）  保護者・支援者向け講演会

13(金）  ほっこり手作り木の積み木

15(土）  はぐくみカレッジ④香川大学

23（月・祝）  めざせ！ゲームクリエイター（ＰＣ）

29（日）  ファミリーコンサート（音楽③自衛隊共催）（劇場）

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度　　　　企画事業等実施計画案企画事業等実施計画案企画事業等実施計画案企画事業等実施計画案

5

4

12

8

9

２６年度の企画事業は、四季の伝統行事や年中行事に加え、施設や周辺の自然を生かした企画、近隣美術館
や企業、地域団体と連携した企画、父親の育児参加を促す企画、高学年を対象とした企画など多種多様な企
画をバランスよく盛り込みながら行う。

6

7

2

11

10

3
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公２ 県立五色台少年自然センター及び県立屋島少年自然の家における給食管理等事業 

3.3.3.3. 五色台事業所五色台事業所五色台事業所五色台事業所                                                                48,491                                                                48,491                                                                48,491                                                                48,491千円千円千円千円    

    

(1) 提供する給食等の管理業務                                                     15,765千円 

 

五色台少年自然センターにおいて、主として中学１年生の「集団宿泊学習」の生徒（36校、延宿泊数

17,406人）をはじめ、学校行事、子ども会活動など社会教育関係団体等の利用者並びに同施設が主催す

る事業の参加者に対し、食事献立の作成等、給食の管理業務を行う。 

 

(2) 生徒等の送迎業務                                                             22,114千円 

 

「集団宿泊学習」の生徒をはじめ、五色台少年自然センターの利用者並びに同施設が主催する事業の

参加者の送迎を行う。 

 

(3) 施設維持管理業務                                                              9,945千円 

 

五色台少年自然センターのボイラー・公用車・寝具等の維持管理に関することを行う。 

 

(4) 青少年の健全育成事業 （新規）                                                  667千円 

 

五色台少年自然センターとの共催により、親子でのキャンプ体験や自然観察活動など、児童・生徒が

自然と触れ合う場を提供し、創造力の開発や自然に親しむ心の涵養など、青少年の心身の健全育成を図

る。 

 

 

4.4.4.4. 屋島事業所屋島事業所屋島事業所屋島事業所                                                                  13,700                                                                  13,700                                                                  13,700                                                                  13,700千円千円千円千円    

    

(1) 給食等の管理業務                                                             12,563千円 

    

屋島少年自然の家において、「中学校集団宿泊学習」の生徒（27校、延 9,969人）をはじめ、スポーツ

少年団や子ども会等の利用者並びに同施設が主催する事業の参加者に対し、食事献立の作成、給食の管

理業務、青少年健全育成事業などを行う。 

 

(2) 青少年の健全育成事業 （新規）                                                1,137千円 

 

屋島少年自然の家との共催により、親子でのキャンプ体験や自然観察活動など、児童・生徒が自然と

触れ合う場を提供し、創造力の開発や自然に親しむ心の涵養など、青少年の心身の健全育成を図る。 

 

 


