
たな卸しシート
平成22年(2010年)10月30日(土)16:40-18:00第1会場 

施策名:子育ろ.子育て支援の充実 �6X�ｸ7ﾓｩ_ｨ攤ﾎ8+�,x.�4�8�7X馼ｼh,ﾈ*�.雲ｲ�

担当課(塞):子育て支援課 �%99h�#ｨ蕀69�ｩW�u��

1.施策の展開に向けた戦略について

(1)施策の使命 

子どもを安心して生み育てられ,子どもが自ら個性や能力を発揮し､育っていくことのできる､ 

子育ろ.子育て環境の整備 

(2)施策の使命を達成するための現在の資源配分の考え方 

家族形態の変化や､働き方やライフスタイルなどの多様化が進み,子ども.家庭を取り巻く環 

境が変化する中で,状況に応じて必要な支援や働きかけを子どもや保護者へ行う為に最も重要な 

資源はヒューマンパワーであるo少ない人数で質の高いサービスを提供するため､庁内の人材の 

有効活用や職員一人ひとりの能力向上に努めている○ 

また,事業の実施場所や設備､備品については,既存の公共施設を利用するなど有効活用に努 

めているo 

(3)テーマと施策との関係 

社会状況の変化により､子育て.子育ちに対するニーズが拡大.多様化している○ 

放課後こどもクラブにおいても,今後,需要の拡大､ニーズの多様化が予想される事から事業 

のあり方について総合的に検討する必要がある○ 

2.テーマについての現状

(1)現状(取組内容)

本年度から年間10日の土曜日等の週末開設, 71人以上の大規模クラブの分割運営を人員増な

しで実施した｡加えて現在,市長のマニフェストにもあるクラブの開設時間延長(19 : 00迄)を

検討している所である｡

また､いわゆる｢きれる子ども｣や多動な児童へ対応するための指導員の専門性強化,より楽

しく過ごせるクラブにする為のカリキュラムの充実を図っている｡また,在籍児童及び障害児の

増加に伴いクラブの運営組織も大きくなってきた｡

こうした現状をふまえ､事業内容,運営方法,人員配置､クラブへの支援体制など総合的な観

点で点検を行い､他市状況も調査しながら,効率的で,効果的な事業運営について検討する予定

である｡

(2)問題点･課題

･クラブの運営を主に担っている指導員は任期付短時間勤務職員であるが､週30時間(年平均)

勤務の職員であり､時間延長を実施する為には運営方法,人員体制の見直しが必要｡
･クラブがある小学校の警備員は17時迄の勤務であり, 17時以降の安全管理体制の検討が必要｡

･延長保育にかかる費用の保護者負担について検討が必要｡

･近年､いわゆる｢きれる子ども｣や多動な児童が増加しており､集団の中で､安全に楽しく児

童が過ごせる環境づくりの為には,より専門性の高い指導員の確保,育成はもちろん､子育て

支援課から各クラブへの支援体制の強化が必要｡
･安全面やカリキュラムの充実に向け､指導員だけではなく､地域やボランティア､学生インタ

ーンシップ等新たな人的資源の活用が必要｡
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たな卸しシート
(3)チ-マにかかわる構成事業等に関する他部局､他セクターの類似事業 

･地域こども教室 

･民間学童保育所 

(4)他自治体での取組状況 

･府内自治体では概ね実施 

3.今後の施策展開の考え方(～平成25年度当初まで)

(I)テーマについての3年後(平成25年度当初)のあるべき姿 

･効率的､効果的な人員体制及び運営方法により時間延長が実施されているo 

･指導員以外の人的資源が活用されている. 

･子育て支援課からクラブへの支援体制が充実している○ 

(2)(1)のあるべき姿に向けた今後3年間の取組(具体的,簡潔に) 

･土曜日開設.分割運営.時間延長等の事業内容だけではなく,児童数.障害児数等の運営面も 

含めて,職員の配置基準及び配置方法を見直すo 
･社会福祉協議会､シルバー人材センター,職員研修所(学生インターンシップの窓口)､地域 

教育振興課(地域子ども教室担当課)と連携を図りながら,指導員以外の人的資源を活用するo 
･子育て支援課から各クラブへの連絡及び支援体制の見直しを実施する.これまでは､支援課か 

ら各クラブに対して､一律的な情報提供や支援を行っていたが､例えば､ブロック毎に責任者 

をおき,ブロック毎に情報提供や支援を行うなど､より迅速に,かつ効果的o効率的に行う方 

法について,子育て支援課とクラブの両面から総合的に検討する○ 

(3)2-(2)の問題点.課題の解決の方法 

･17時以降の安全管理については,教育委員会との連携によるコスト削減､ボランティアの括 

用による見守り実鼠非常通報装置の導入や門扉の施錠徹底などの設備.運用面の工夫など 

多種多様な方法を検討する中で,より安全で安価な手法を導入する. 
･会費の必要性､金額の妥当性について､保護者に説明を行い,理解を求める○ 

･子育て支援課とクラブの両面から総合的に人員体制及び運営方法の見直しを行う.(再掲) 

･関係機関と連携を図りながら､指導員以外の人的資源の活用を行う○(再掲) 

(4)2-(3)にかかる事業整理の考え方(他部局や他セクターとの連携等も含めて) 

･地域子ども教室(地域教育振興課)とは今後も連携を深め,子ども達にとって､楽しい活動や 

様々な体験ができる機会を増やしていく 
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放課後こどもクラブ事業の概要

所管課 �+�,x.�j)x浦H��支,H辷�擺雲ｨ攤ﾎ8+�,x.�ﾅr��

関係法令 倬�;iY�9d��chｽX,ﾃ)�c(ﾘ�雲ｨ攤ﾎ8髯;hﾉ)�8孜�ﾈ馼ｼb��
豊中市放課後こどもクラブ会費の徴収に関する条例.条例施行規則 

豊中市放課後こどもクラブ事業実施要綱 

豊中市放課後こどもクラブ運営規程 

目的 兩ｨ攤ﾎ:Hｴ���/�+X,H.�]ｸﾎﾈ�(*ｨ覃馼,�,x,X彿.ｸ,儻8ﾝﾘ,ﾈ髯;h/����ｲ�
に､遊びや真年齢の交流,集団活動を通じて､児童の健全育成を図るo 

対象 兩ｨ攤ﾎ:Hｴ���+X,H.�]ｸﾎﾈ�(*ｨ覃馼,�,x,X自.葦ｨｭH彿.ｸ,儻8ﾝﾘ,ﾈ�9zr�小学校の1年生から3年生(支援学級在籍の児童及び本市に居住する 

特別支援学校在籍の児童は6年生)までの児童 

実施場所 倡9zx抦ｧxﾕ｢イ�ﾕ｢�>�,��ﾙ'X+X+ﾘ4�8�7X��9h･傅ﾈｧxﾕｨ,ﾈﾕﾉ>�9��

実施期間 冑吋紿ﾈ��?ｨ*�.yx)D�8ﾈ�3�?ｨ-ﾈ,R�

閉所日 �7况ｩ?｢�?ｩvｩ?｢�$�+ZCHﾈ鵑以�/��*ｸﾈ����､ｩ�ﾒ鎚�?｢�
12月29日から翌年1月3日まで.3月31日 

開設時間 乂xﾕｩ6�ｩ?｣ｩ_ｨ攤ﾎ8*�.xﾍ�3X鳧-ﾈ,R�
学校休業日:午前8時30分から午後5時まで 

会費 倬�;c��ﾈ,�,(*ｸﾈ隗｣bﾃ���冷�
ただし,同二世帯から2人以上の児童が入会している場合は 

2人目から月額3,000円 

※会費の減免制度あり 
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･萱Jb形態 

､､ I ㌔J I i �� 

鼓蔓直形態別 刄Nラフ朝 

市区町村名 傅ﾈｧxﾕ｢�クラブ実施 Jh尊柏r宍淑 傅ﾈｧxﾕｨ,ﾉ�i6ｹ�B�小学校1-.3 fE年の総数 佰izxﾏh�2�公立民営 冕�yj�2�合計 

岸和EEl市 �#B�23 ��"ﾃcCR�6,193 �#b�○ ��ｲ�26 

豊中市 鼎��41 �#�ﾃs�"�10,421 鉄��0 ���50 

池毘市 免ﾂ�ll 迭ﾃS�R�2,751 ��2�0 ��ｲ�13 

吹田市 �3R�35 �#�ﾃcヲ�10,103 鼎R�0 ���45 

泉大津市 唐�8 迭ﾃCc��2,608 唐�0 ���8 

貝塚市 免ﾂ�ll 澱ﾃ#���3,055 �#��0 ���20 

守口市 ����18 途ﾃsS2�3,595 �#"�0 ��ｲ�22 

枚方市 鼎R�45 �#2ﾃピB�ll,611 塔��0 ��ｲ�81 

茨木市 �3"�30 ��bﾃ�32�8,378 �3��○ ���30 

八尾市 �#��29 ��Rﾃs���7,546 鼎B�0 ���44 

泉佐野市 ��2�12 澱ﾃC���3,086 ��"�0 ���12 

富et)林市 ��b�16 澱ﾃツ��3,139 �#��○ ���21 

寝屋川市 �#B�24 ��"ﾃイ��6,128 �#b�0 ��ｲ�26 

河内長野市 ��B�13 澱ﾃ�3"�2,903 �#��0 ���20 

松原市 ��R�15 途ﾃ3�r�3,444 ��R�0 ���15 

大乗市 ��R�13 途ﾃCビ�3,571 ��ｲ�17 ���17 

和泉市 �#��19 ��"ﾃsc��6,215 �3B�0 ��ｲ�34 

箕面市 ��2�13 途ﾃ�sr�3,601 ��ｲ�13 ��ｲ�13 

柏原市 ����10 釘�#3��2,001 ��"�0 ���12 

羽曳野市 ��B�14 途ﾃ�3��3,397 ��r�0 ���17 

門真市 ��R�15 途ﾃ�C"�3,355 ���32 ���32 

摂津市 ����10 釘ﾃ�3��2,377 ��R�0 ���15 

高石市 途�7 �2ﾃ��b�1,865 ����0 ���10 

藤井寺市 途�7 鼎Cr�445 湯�0 ��ｲ�9 

泉南市 免ﾂ�10 釘ﾃCS��2,180 ����○ ��ｲ�10 

Eg傾畔市 途�7 �2ﾃン��1,882 ��"�0 ���12 

交野市 ����10 迭ﾃ�c��2,451 ��B�0 ��ｲ�14 

大阪狭山市 途�7 �2ﾃC澱�1,686 途�1 ���8 

阪南符 免ﾂ�ll �2ﾃS#B�1,643 ���12 ���12 

島本町 釘�4 ��ﾃs�"�824 釘�○ ���4 

豊能町 釘�3 涛コ�439 �2�0 ���3 

能勢町 澱�1 鉄C��240 ���0 ���1 

忠岡町 �"�2 ��ﾃ�モ�583 �"�○ ���2 

熊取町 迭�5 �"ﾃ��2�1,393 ���0 途�7 

田尻町 ���1 鉄s��275 ���○ ���1 

岬町 �2�2 塔���417 �"�○ ��ｲ�2 

太子町 �"�2 ��ﾃ�#��497 �2�0 ���3 

河南町 迭�5 涛�r�418 ���5 ���5 

千早赤阪村 �"�2 �#S��114 ��ｲ�0 ���1 

合計 鉄#��511 �#c"ﾃC迭�126,830 鉄モ�80 湯�677 

平El開始時刻 倡9*ﾉ�ｩ�B�

11時以前 �"�

11時～12時 ���

12時～13時 �3"�

13時.-14時 迭�

14時以降 ���

甲El終了時刻 倡9*ﾉ�ｩ�B�

17時まで 途�

17時30分まで ���

18時まで ��r�

18時30分まで 釘�

19時まで 免ﾂ�



地域子ども教室と放課後こどもクラブの異体的な内容や実施日などの概要は次のとおりですo

区分 �&闔h��,x.�ｻ8��放課後こどもクラブ 

開始年度等 兌ﾙ�ﾃ�iD�7ｃ#��ID�7ｘ����c�吋�7ｃ#��iD�7ｘ-ﾈ,Xﾙ�勾�R�馼ｼb��c�僖�7ｃ#��yD�7ｘ*�.x,ﾘﾙ�頽��,ﾉ^(�馼ｼh,h+X,I�y7噂��*�.��昭和35年度(1960年度)- 

目的.内容等 倡�,x.�,ﾈ���2闌��8,虻��ｨ�,8*ﾘ.��放課後､帰宅しても保護者が仕事な 

を目的として､子どもたらが地域の �,x,X彿.ｸ,儻8ﾝﾘ,ﾈ��,x.�+ﾘ+�/����ｲ�

大人と交流しながら語学や料理､昔 �,唔uh-�.(甑D驃�,ﾈﾏ�zﾊH�&8ｨ�:��

あそびなどの文化活動やスポーツな �/�,ｨ+h,JH��,x.�+ﾘ.x,ﾈﾉ)�8孜�ﾈ/��

どを学びますoまた､こうした継続 ��ﾘ,�,H*(-ﾈ+v�-ﾈ+ﾚI_ｨ攤ﾎ8+�,x.��

的な活動を通じて､地域諸団体の達 �4�8�7X,ﾘ��,x.�+ﾘ+�,�,h,�,I_ｨ攤ﾎ2�

携など子どもを核とした地域コミュ ニティの形成を図りますo �,ﾉ�hｨ�,ﾈ�ｨ,h,��ﾈ,(,H*(-ﾈ+v��

対象 傅ﾈｧs�D���iD��b�小学1年-3年生 (ただし支援学級および支援学校在 籍の児童は1年-6年生) 

実施日 �7帝?｢饑ｨ攤ﾎ2稲X,��Yvｩ?｢��放課後.夏休み.冬休み.春休み. 学校休業日(創立記念日等) 

実施日数 鼎�?｢員C���/i7ｒ�241日(月～金通年) ※平成21年度(2009年度) 

実施場所 傅ﾈｧxﾕｪHﾏhｺH郢�ﾘ,�,r�小学校 

無料 佇隗｣bﾃ���冷��?��ﾉmｨ決ﾗ�,ﾓ2ﾃ���隷Hﾋ瑛i�y7�*�.ｒ��i[ﾙ�ﾃ#�D窿#��僖�7ｓxﾈ�.h.亜ﾉ.��利用料 

担当課 仆8支効醜檠&闔hｻ8孜�Xｻｸ攤爾�こども未来部子育て支援課 
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たな卸しシ-ト
平成22年(20ー0年)10月30日(土)16:40-18:00第1会場 

施策名:子呑ち.子育て支援の充実 �6�ﾘ7ﾓｨ��支,H辷�5ｨ985��ｸ馼ｼh,ﾈ*�.雲ｲ�

担当課(室):子育て支援課 �%99h�#ｨ蕀69�ｩW�皞�

1.施策の展開に向けた戦略について

(I)施策の使命 

子どもを安心して生み育てられ､子どもが自ら個性や能力を発揮し,育っていくことのできる, 

子育も.子育て環境の整備 

(2)施策の使命を達成するための現在の資源配分の考え方 

家族形態の変化や､働き方やライフスタイルなどの多様化が進み､子ども.家庭を取り巻く環 

境が変化する中で､状況に応じて必要な支援や働きかけを子どもや保護者へ行う為に最も重要な 

資源はヒューマンパワーである.少ない人数で質の高いサービスを提供するため,庁内の人材の 

有効活用や職員一人ひとりの能力向上に努めている○ 

また,事業の実施場所や設備､備品については,既存の公共施設を利用するなど有効活用に努め 

ている. 

(3)テーマと施策との関係 

子どもが幼稚園や保育所に通っていない在宅家庭を中心に子育ち.子育てに対する不安感,負 

担感,孤立感の軽減を図り､安心して子育ち.子育てができる地域づくりを行う. 

2.テーマについての現状

(1)現状(取組内容) 

平成8年度から順次整備を行い今年度7カ所を増設し,概ね中学校区に1カ所(16カ所)に 

設置した. 

(2)問題点.課題 

･より身近な地域に出向いて事業をおこなう場所(公共施設,公園等)の確保｡ 

･さまざまな子育て支援の場に自ら出向くことができない保護者をどう把握し､支援を行うか 

の検討. 

･地域の子育て力の向上､子育て家庭を支援する人材(地域支援保育士､主任児童委員､校区 

福祉委員)の育底 

(3)チ-マにかかわる構成事業等に関する他部局､他セクターの類似事業 

幼児教育支援センターたんばぽ 

(4)他自治体での取組状況 

平成21年度大阪府内98か所で実施 

3.今後の施策展開の考え方(～平成25年度当初まで)

(I)テーマについての3年後(平成25年度当初)のあるべき姿 

地域で子育ち.子育てのネットワークが構築され､保護者の子育てに対する不安感､負担感､ 

孤立感が軽減されている. 

(2)(1)のあるべき姿に向けた今後3年間の取組(具体的､簡潔に) 

○地域に出向いての子育ての地域支援活動の充実(こんにちは赤ちゃん事業､育児支援家庭訪問) 

〇千育ち.子育て講座の充実(父親向け子育ち.子育て講座の実施) 

○子育てサークル育成のさらなる強化 

○関係機関.団体との地域ネットワークにおいて､コーディネーターとしての役割を担う 
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たな卸しシート
(3)2-(2)の問題点.課題の解決の方法 

･他部局との連携強化(公共施設､公国の利用拡大) 

･配慮が必要な家庭に対し十分な見守りを行うため,保健センター､保育所,こども家庭相談室 

などとの連携を図る○ 

･子育て経験者や団塊世代への啓発.研修の実施 

(4)2-(3)にかかる事業整理の考え方(他部局や他セクターとの連携等も含めて) 

教育委員会と連携を図り整理を行う. 
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地域子育て支援センター事業

制度の変遷(経過)
平成　8年　4月

平成12年10月

平成15年　4月

平成17年　4月

平成18年　4月

平成19年　4月

平成20年　4月

平成21年　4月

平成22年10月

目的

西丘地域子育て支援センター開設

蛍池地域子育て支援センター開設

島田地域子育て支援センター開設

豊中人権まちづくり地域子育て支援センター開設

東丘,東豊中､服部､人権まちづくりの各保育所に地域支援保育士を配置

豊南地域子育て支援センター開設

北緯丘､原田,庄内の各保育所に地域支援保育士を配置

旭丘､桜井谷､野田､中曽根､本町の保育所に地域支援保育士考配置

東豊中地域子育て支援センター開設

北緑丘･小曽根地域子育て支援センター開設

東丘･服部･栄町･桜井谷･本町･旭丘･野田地域子育て支援センター開設

子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導､子育てサークルへの支援並びに地域の

保育ニーズに応じ,地域の各保育所等の間で連携を図り､地域全体で子育てを支援する｡

事業の対象者
0歳から就学前の児童がいる子育て家庭

事業の内容
①　子育てに関する相談- ･もしもし相談､ふれあい相談(面接)､出前相談･

育児支援家庭訪問,こんにちは赤ちヰん事業

②　子育てに関する講座等の開催- ･いきいき子育て詩風センター講座

③　乳幼児の遊びの場の提供- ･プレイルームの開放､遊び提供(ファミリーであそばう)など

④　子青で情報の収集及び提供- ･子育て支援センターほっぺに準じる

⑤　地域活動､ー子育てサークルの育成支援- ･年齢別子育てサークル支援(パンダグループ

こぐまグループ) ､出前講座

⑥　その他の事業- ･他機関との連携､地域子育ち･子育て支援ブロック会議(校区連絡会)

地域子育て支援連絡ブロック会議など
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たくさんの親子の出会いの場があります｡年齢や目的に合わせて参加してみませんか｡
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内容などの詳しいことは､直接各施設へお問い合わせください｡
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⊃子育 致X尸Ur�zGtZ3′タ- 

子育て支援センターでは､学校に通うまでの子どもとその家庭を対象に､子育て講座の開催や､

親子のふれあいを大切にした遊びと､乳幼児の育児､食事､健康などの相談を行っています｡

また､親子で遊べる所庭やプレイルームもあります.ほっとできる仲間が見つかるといいですね｡

どうぞお気軽にご利用くださいo　　　◎臨写詔◎恕◎B◎田急か◎討母,B㊨

施設名 傀ｨﾝﾙ&��電話番号 播���

子育て支援センターほっペ �ｨ�8,ﾉ*ﾃ"ﾓ�ﾓ�R�6852-5526 田ゴ"ﾓSC#"�

西丘地主或子育て支援センター ��i�yz)�ﾉ*ﾃ"ﾓ"ﾓ��6871-1737 田ピ��s3r�

蛍池地域子育て支援センター 佗Y')�ﾉ*ﾃ�ﾓ�ふR�6843-6384 田イ2ﾓc3ィ�

島田地域子育て支援センター 傅�>�哩*ﾃ2ﾓ�"ﾓ���6331-6389 田33�ﾓc3ヲ�

豊中人権まらつくり 地域子育て支援センター �ｩ*ﾉfｳ2ﾓ�2ﾓr�6841-8401 田イ�ﾓsC���

豊南地域子育て支援センター 囘ﾉ>ﾉ*ﾉ�ﾃBﾓ�bﾓ��6331-1415 田33�ﾓ�C�R�

棄豊中地域子育て支援センター ��idﾉ(i*ﾃRﾓ2ﾓ��6848-0382 田イふ�3�"�

北緑丘地域子育て支援センター 冉ｹ|霍S"ﾓ#��6848-0301 田イふ#C唐�

小曽根地域子育て支援センター 冉ｸ��ｹ*ﾃ2ﾓ�Rﾓ��6331-0880 田33�ﾓ�ャ��

次の保育所では地域支援保育士による子育てに関わる相談や情報提供を行っています｡

施設名 �6I�)MHﾘb�施設名 �6I�)MHﾘb�

東丘保育所 田ピ"ﾓ#s���旭丘保育所 田イふ�3�b�

服部保育所 田ツ"ﾓ3�sb�本町保育所 田イふ#S唐�

原巳保育所 田イ�ﾓcs3r�野田保育所 田332ﾓ�#s��

庄内保育所 田33�ﾓ�都R�桜井谷保育所 田イ2ﾓc鉄R�

子育て相謀

育児や食事､健康などの悩みにスタッフがともに

考えていきますo

【曜日】月-金

【時間】 9:00-17:15

育!E巳.貫提家庭訪問(零申込)

子育てに対しての不安や悩みをお持ちの家庭

に保育士などが訪問し､育児相談や子育てサ

ービスの情報提供などを行いますo

T E L6852-5526

【時間】 9:00-17:15

/-.ド/I,

乳幼児の育児､食事､健康などの租謀

もしもし相談【電話】

TEL6852-41 41

ふれあい相談【面談】

子だもの心身の発達,子育ての悩みや

不安塔だの相談(零予約)

-こども家庭相談室=

TEL6852-8448

【時間】 9:00-17:15



r｣一説一1

赤ちゃんサークルびさびさ

-ほっペ=

発育測定やふれあい遊び

手遊びなどをします｡

【対象】 0歳の子どもと保護者

【時間】 10:00-ll :30

【毎月1回】

*各保育所でもしていますC

お問い合わせくださいo

あ誉びのひろ.5

-ほっペ=

感触遊びや手づくりおもちゃ

など親子でいっしょに楽しみ

ましょう｡

【対象】 1歳了か月～就学前

の手どもと保護者

【毎月2回】

【時間】 10:30-ll :30

rN____ __ _a
い蓋い己子育て講座

自分の子育てをふり返り､ホッとできる

講座です｡

【対象】就学前の子どもの保護者

こ<8春ヴIL-7

親も子も反だらをつくりたい､遊びも知りたいetc･

週1回4回シリーズで遊びましょうo

【対象】 1歳6か月～2歳未満の子どもと保護者

【時間】 10:00-ll :00 【定員】 10組～15組

発育測定

-ほっぺ=

身長､体重を測定します｡

【対象】就学前の子ども

【毎月1回】

【時間】 10:30-ll :30

*各保育所でもしています｡

申し込みo詳しくは広報｢とよな机をご覧くださいo( 
′1 ′ー 

′ー 

一■ 

親と子の遊びのひろl昏rhoンタグlLJ7』■ 

親も子も反だらをつくりたい､遊びも知りたいetc ��

【対象】2歳-4歳未満の子どもと保護者(定員あり各保育所によって違います) 

【期間】前期5-7月､中期9-11月､後期1-3月週1回8回シリ-ズ 

【時間】10:00-12:00(施設により多少変更あり) 

【費用】2,000円(おやつ､教材費) 

*要申し込みo詳しくは広報｢とよなか｣をご覧くださいo 

実施場所はP20の一覧表をごらん下さい｡
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幕施場所の一覧表

育　児　支　援　家　庭　訪　問 子　育　て　講　座 プ　レ　イ　ルー　ム
あそびのひろば･センターで遊ぼう ぴ　よ　ぴ　よ コ　ア　ラ　ち　ゃ　ん こ　く　ま　グ　ル　ープ　注ー パ　ンダグループ　注2

子育て支援センターほっペ

西丘地域子育て支援センター

蛍池地域子育て支援センター

島EB地域子育て支援センタ-

豊中人権まらづくり

地域子育て支援センター

豊両地域子育て支援センター

乗豊中地域子育て支援センター

北緑丘地域子育て支援センター

小曽根地域子育て支援センター

棄丘･服部･庄内･旭丘･桜井谷･本町･

野EEl ･原白保育所

※上記の保育所には地域支援保育士が

います

注1こぐまグループについては､

ただし庄内西保育所は前期､

注2パンダグループについては､

ただし高川･野EB保育所につ

他にも

､庄内西､栄臥高川保育所でも実施しています｡

公園で遊ぼう

っしょに遊びましょうo

【対象】就学前の子どもと保護者

【期間】年4回(土または日に開催

【時間】 10:00-ll :30

挿っとる-おひさこちゃん

【対象】就学前の子どもと保護者

【時間】 10:00-ll :30

【場所】利倉西センター

仁∴ト/i

月に3-4回ほど､地域支援保育士が

市内の公園に出向き､親子で手遊び､
ヽ

ふれあい遊びなどをします｡

【時間】 10:30-ll :30

(変更あり)

※日時､場所については､市のホーム

ページ､子育てマップ｢てくてく｣

をご覧くださいo



ンタ-たんばぽ

たんばぽ71 I-スペース

おもちゃや絵本のあるお部屋を開放

※絵本の読み聞かせなど青

白　時:毎週水･金　午前10時3

場　所:幼児教育支援センターだん
(てしま幼稚園内)

対　象:就学前の子どもと保護者

教育相謀

小学校入学への悩みや不安､入学後 小学校教

禾報国iE己.の停額入園

地域の乳幼児と保護者を対象に幼稚園生

施しています｡

預かL]保育

育児相謀･就学前相謀

地域の乳幼児と保護者などを対象に育児や幼

児教育､就学などについての悩みや心配ごとを･

専門相談員や園長が､アドバイスを行っていま

す｡

また､相談内容によっては､他の専門機関を

紹介していますo

市立幼稚園では､正規の教育時間終

預かり保育実施日は原則月･火･木

後保護者の希望に応じて在園児を預かっていますo

金の週4Ej､午後5時までですo
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