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平成 27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 27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.  本部                                                 11,153 千円  

 

(1)  理事会及び評議員会の開催等法人管理諸経費                      935 千円  

 

(2)  地域子育て支援事業                                     10,198 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  

 

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  

人材  

育成  

事業  

 

2,617 

千円  

・地域子育て人材育成事業               予算額： 630千円  

【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： 5万円上

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 28年 2月頃  

運用

益  

・子育て支援コーディネーター養成事業     予算額： 1,987千円  

 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  

情報  

提供  

事業  

 

5,331 

千円  

・地域子育てサポート事業                 予算額：2,010千円  

（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  

・お父さん応援事業                        予算額：430千円  

○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。  

運用
益  

・地域子育て支援拠点情報提供事業       予算額： 171千円  

 子育て中の家庭に対し、地域の子育て支援情報を提供することを
目的として、掲載している、地域子育て支援拠点等について、情報
更新を行う。  

運用
益  

環境  

づくり
事業  

 

170 

千円  

・臨時託児室設置促進事業                   予算額：170千円  

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： 3万円 /件 (上限額 ) 

運用
益  

相談  

事業  

 

2,080 

千円  

・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  

・親育ちプログラム実施促進事業             予算額 :1,070千円  

 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  

 



 3 

2.  さぬきこどもの国事業所                                   389,149 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                                               287,205 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２０年を経過

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、スタッフ全員が個別に何らかの研修を

受講することや、他県の児童館の視察や今年から新たに県下の保育園等での研修を行

い、職員のスキルアップに努める。  

 

(2)  育成事業                                                73,890 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、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、子どもの自主性や創造性、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く番

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の実施の他、星空の

上映のみに限らず、音楽と映像を駆使した企画や、気象情報に焦点をあてた特別企画等、

子どもから大人まで楽しめる新しい取り組みにも力を入れる。併せて、スペースシアタ

ーをもっと多くの方に利用いただけるよう広報についても力を入れる。  

遊びのプログラム派遣事業「遊びの宅配便」では、スタッフが県内の児童館や放課後
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児童クラブ・支援センター・障がい児施設等へ出向き、当館で実施している遊びのプロ

グラムを提供し、ひとりでも多くの子どもたちに遊びを楽しんでもらうとともに実施先

の指導者に遊びを普及・啓発している。支援者向け講師派遣事業「遊びについて考える

会」については、依頼者のニーズに沿った内容で臨機応変に対応しながら事業の定着化

を図っていく。  

企画事業は、２０周年を迎える年として、開園記念日やゴールデンウィークに実施す

る記念事業の他、地域の伝統行事や文化を体験する企画、地元企業・NPO等との積極的

な連携のもと実施する企画等、地域を意識した特別企画に取り組む。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は、変わり種自転車等をはじめ、多くの来園者が利用し

ている。そのため、自転車の整備に努める等安全に配慮するとともに、老朽化の進んだ

自転車の更新を促進する。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。  

 

 

(3)  支援・啓発事業                                           23,930 千円  

 

支援・啓発事業では、児童館・支援センター等、子どもに関わる施設や支援者を対象

とした各種事業を行い、子どもたちの健やかな成長を促す。また、子どもの発達に見合

った遊びのプログラムや親子が共に安心して遊べる場を提供することで子育て家庭を

支援するとともに、子ども同士・親同士の交流を深める場として子育て家庭の孤立化防

止にも努める。  

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、大型絵本や図書・遊具等の貸出を行う「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として児童館で実施するイベントに助成

を行うなど、児童館活動の活性化と充実を図る。  

子育て支援事業では、乳幼児とその保護者を対象としたスキンシップ遊びのほか、幼

児体育インストラクター等による運動遊び、グローバル社会への適応能力を養うための

英語に親しむプログラム、父親力の向上や父子のコミュニケーションを高める事業等、

幅広い子育て支援事業を行う。また、地域の大学と協働で遊びのプログラムを企画・実

施し、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。  

本年度の新たな取り組みとして、家族が一緒に過ごせる日曜日に重点を置き、親子の

コミュニケーションを深めることを目的とした遊びの広場を実施し、母子・父子のみな

らず、子育て家庭の家族支援を展開する。  

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
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養士等の専門家に相談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充実

と特色づくりに努める。また、地域団体の協力を得て、子どもの発達に不安を抱いてい

る保護者が相談や情報交換を行うことができる相談事業「ペアメン Café」の回数を増や

す。  

ボランティア事業については引き続き随時募集を行い、意欲的な人材の確保に努め、

当館における自主企画等の実施によりボランティア活動の活性化を図る。また、ボラン

ティアが県内の児童館等に出向き遊びのプログラムを行うことにより、ボランティアの

活動の場を広げていく。  

広報啓発事業は、当館の情報誌「さぬきこどもの国News」を 24年度から広告収入を得

ることにより増刷し、県下の保育園・幼稚園・小学校に配布している。また、高速道路

のサービスエリアや県内の産婦人科・商業施設・観光施設等にも配布し、広報活動の推

進に努める。  

 

 

 

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                                       収入の部   10,101 千円  

支出の部    4,124千円  

 

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、館

内に軽食コーナーを設けるとともに、自動販売機を設置し、季節に応じた飲料等を提供

するなど、来園者のサービスの向上に努める。  
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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.  五色台事業所                                             54,121 千円  

 

(1)  給食等の管理業務                                         15,896 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（ 35

校、延宿泊数 19,062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、給食の管理業務

等を行う。  

 

(2)  生徒等の送迎業務                                         26,188 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                                         10,660 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                                      1,377 千円  

 

五色台少年自然センター等との共催により、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.  屋島事業所                                              14,005 千円  

 

(1)  給食等の管理業務                                         12,855 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（ 31校、延  9,725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、給食の管理業務等を行う。  

 

(2)  青少年の健全育成事業                                       1,150 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。  

 


