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令和４年４月 

目黒区 子育て支援課 



１ 

 

Ⅰ 募集概要 

１ 募集の趣旨 

  本区では、地域での子育て支援機能の充実を図り、子どもの健やかな育ちを支援するために、「目

黒区子ども総合計画（令和２年度～令和６年度）」において、「民間による子育てふれあいひろばへ

の支援」を掲げ、子育てふれあいひろばの計画的な整備を進めています。 

民間の力と連携した拠点づくりを行い、利用者が身近な場所で利用できるようにするため、子育

てふれあいひろば事業整備及び運営を行う事業者を募集します。 

 

２ 募集対象地域 

  募集対象地域は、原則として区内全域としますが、応募状況により、現在、子育てふれあいひろ

ばの運営数が少ない地区（中央地区）を優先します。 

 

３ 開設時期 

  令和 4年度中または令和５年４月 

 

４ 整備数 

  ２か所程度 

 

５ 事業の内容 

（１）基本事業 

   児童福祉法第６条の３第６項に定める地域子育て支援拠点事業として、乳幼児及びその保護者が

相互の交流を行う場所を開設し、子育ての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。

常設の地域子育て支援拠点を開設し、子育て家庭の親とその子ども（主として概ね３歳未満の児童

及び保護者）を対象として次の事業を実施します。 

ア 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

イ 子育て等に関する相談及び援助の実施 

ウ 地域の子育て関連情報の提供 

エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の月１回以上の実施 

     子育て家庭等に対する子育て及び子育て支援に関する講習等 

 （２）加算対象事業 

    基本事業に加えて次の事業を実施する場合は、加算の対象とします。 

   ア 地域の子育て支援機能の充実 

① 実施場所を活用した一時預かり事業又はこれに準じた事業 

② 実施場所を活用した放課後児童健全育成事業又はこれに準じた事業 

③ 実施場所を拠点とした乳幼児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業 

   イ 地域支援 

① 高齢者、地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組 

② 地域の団体と協働して伝統文化や習慣又は行事を実施し、親子の育ちを継続的に支援する

取組 

③ 地域ボランティアの育成、町会、自治会、住区住民会議、子育てサークルとの協働による

地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘及び育成を継続的に行う取組 

④ 本事業を利用できていない家庭であって、利用を希望する家庭に対して訪問支援等を行う

ことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組 
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６ 応募受付日 

（１）第１期 

   令和４年６月１６、１７日 

（２）第２期 

   令和４年１０月２０、２１日 

 

Ⅱ 募集条件 

１ 実施要件 

（１）実施場所 

   ア 空き店舗、子育て支援のための拠点施設、保育所等の児童福祉施設、民家、マンション又は

アパートの一室などの子育て親子が集う場所として適した場所で実施すること。 

   イ 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。 

（２）スペース及び設備 

ア 概ね１０組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保すること。 

  イ 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えない

ような設備を設置すること。 

（３）実施日時 

   週３日以上、かつ１日５時間以上開設すること。祝日、年末年始を除く。なお、子育て親子が

利用を希望するときに利用できるように、利用時間帯には十分配慮すること。 

（４）職員配置 

   子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育て、子育ちに関する相談、援助につい

て知識と経験を有し、各種子育て施策等福祉施策についても知識を有する専任の者を２名以上配

置すること。また、子育てふれあいひろば事業運営管理責任者を１名設置すること。 

（５）利用料 

   利用料は無料とする。なお、講習等の実施時にかかる実費については、徴収しても差し支えな

いものとする。 

（６）保険加入 

   利用者の事故に備えた傷害保険及び賠償責任保険に加入すること。 

 

２ 事業者の応募資格 

  今回の募集に応募ができる事業者は、次の（１）から（６）の要件をすべて満たす事業者としま

す。複数の事業者が共同で申し込むことはできません。 

（１）区内に住所を有する法人又は団体であること。ただし、東京都内で認可保育所、小規模保育施

設、認証保育所、児童館、学童保育クラブを運営する法人又は団体である場合は、この限りでは

ない。 

（２）保育所等の運営経験又は在宅子育て支援に関連する事業の経験を有する法人又は団体で、かつ

地域の子育て支援機能を充実させていくことに意欲のある法人又は団体であること。 

（３）政治又は宗教活動を目的としない法人又は団体であること。 

（４）子育てふれあいひろば事業を５年以上継続させる意思があること。 

（５）従事する者の質の向上を図るため、区又は外部機関が実施する研修にスタッフを参加させるこ

と。 

（６）その他、目黒区地域子育てふれあいひろば事業実施要綱、目黒区地域子育てふれあいひろば事

業補助要綱及び必要に応じて行う区が指示する事項を遵守すること。 
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Ⅲ 補助制度 

１ 運営等に関する補助制度 

  今回の募集に係る運営に関する補助は次のとおりで、子育てふれあいひろばの運営に要する費用

を補助する制度です。 

補助制度については、実際の交付額を保証するものではありません。補助額は予算の範囲内で決

定します。 

 

（１）運営費補助額（１施設当たり年額） 

類型 基準額 補助対象経費 

週３～４日型 4,199,000円 
地域子育てふれあいひろば事業の実施

に必要な経費 

週５日型 5,149,000円 

週６～７日型 6,100,000円 

  

（２）加算対象事業補助額（１施設当たり年額） 

加算対象事業 類型 加算補助額 補助対象経費 

地域の子育て支援機

能の充実 

 

週３～４日型 1,555,000円 加算対象事業の実施に必

要な経費 週５日型 3,306,000円 

週６～７日型 2,931,000円 

地域支援 1,518,000円 

 

２ 開設準備に関する補助制度（1施設当たり） 

経費種別 補助上限額 補助対象経費 

改修費等 4,000,000円 開設準備に係る必要な

経費 礼金及び賃借料（開設前

月分） 

600,000円 

 

３ 家賃の一部補助制度（１施設当たり年額） 

 経費種別 補助上限額 補助対象経費 

家賃の一部補助 600,000円 地域子育てふれあいひ

ろば事業の実施に必要

な経費 

 

４ 新型コロナウィルス感染症防止に関する補助制度（１施設当たり年額） 

経費種別 補助上限額 補助対象経費 

新型コロナウィルス感

染症対策支援事業に係

る経費 

300,000円 新型コロナウイルス感

染症対策臨時休業時特

別開所支援事業等の実

施に必要な経費（飲食物

経費を除く。） 

ICT 化推進事業に係る

経費 

500,000円 
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５ 注意事項 

（１）運営費補助額について 

・運営費補助額の金額は１施設当たりの年額です。 

・年度途中に事業を開始した場合は、実施月数で按分した金額となります 

・基準額と補助対象経費の合計額とを比べて少ない方の額となります。 

（２）加算対象事業補助額について 

 ・「地域の子育て支援機能の充実」を実施する場合は、該当事業の実施数に関わらず、類型（週開 

所日数）により加算補助額を決定します。 

 ・「地域支援」を実施する場合は、該当事業の実施数及び類型に関わらず、加算補助額は一律です。 

・年度途中に事業を開始した場合は、実施月数で按分した金額となります 

 ・加算補助額と補助対象経費の合計額とを比べて少ない方の額となります。 

（３）開設準備に関する補助制度の経費について 

 ・補助上限額は１回限りの金額です。 

・補助上限額と補助対象経費の合計額とを比べて少ない額となります。 

 （４）家賃の一部補助制度の経費について 

  ・補助上限額は１施設当たりの年額です。 

・年度途中に事業を開始した場合は、実施月数で按分した金額となります。 

  ・補助上限額と補助対象経費の合計額とを比べて少ない額となります。 

 （５）新型コロナウィルス感染症防止に関する補助制度の経費について 

  ・補助上限額は１施設当たりの年額です。 

  ・補助上限額と補助対象経費の合計額とを比べて少ない額となります。 

（６）補助対象経費は、他の助成金・補助金の交付対象となっていないものとなります。 

（７）補助交付額は、１,０００円未満の端数がある時は切り捨てになります。 

 

Ⅳ 募集スケジュール及び選定方法 

 １ 募集から選定までのスケジュール 

 第１期 第２期 

事前相談 随時受付 

応募受付日 令和４年 

６月１６日（木）・１７日（金） 

令和４年 

１０月２０日（木）・２１日（金） 

第一次審査（書類審査） 令和４年７月上旬 令和４年１１月上旬 

第二次審査（ヒアリング及び事

業実施（予定）場所の現地視察） 

令和４年７月下旬 令和４年１１月下旬 

事業者決定 令和４年８月上旬 令和４年１２月上旬 

※第 1期において、予定整備数に達した場合には、第 2期の募集は行いません。 

 

 ２ 選定方法及び評価基準 

（１）選定方法 

応募書類等により、選定委員会が選考を行います。 

書類審査、ヒアリング及び現地視察（事業実施予定場所）により運営事業者を選定します。 

第二次審査では、他自治体等で応募事業者が同様の事業を実施している場合は、施設を視察さ

せていただく場合があります。 
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（２）評価基準 

主に次の視点から評価を行います。 

 評価項目 評価の視点 

１ 事業への理解 事業目的を理解しているか。 

事業遂行に必要な意欲、熱意や意気込みを有している

か。 

２ 

 

事業運営 事業を運営する体制は整っているか。 

積極的に事業周知を行う姿勢があるか。 

区や関係機関、地域、近隣施設との連携を考慮している

か。 

相談や苦情解決へ取組む姿勢があるか。 

個人情報保護の取扱いは適切か。 

３ 危機管理・安全管理 非常事態の予防、発生時の対応策は整っているか。 

４ 施設 建物や室内の環境は子育てふれあいひろばを運営する

のに適切か。 

 

 ３ 応募の手順・方法 

（１）応募の流れ 

   ア 事前相談 必ず事前にご相談ください。 

   イ 応募書類の提出 

（２）応募書類の提出 

   次の①～⑫の書類を提出してください。なお、選定委員会が必要と認める場合は、追加資料の

提出を求める場合があります。 

 提出書類 備考 

①  応募申請書 様式１ 

②  定款（規約、会則、就業規則等） 最新のものを添付してください。 

③  役員名簿 任意書式 

すべての役員の氏名・役職名を記載して

ください。 

④  団体の事業概要がわかる書類 パンフレットなど 

既存の書類がない場合は、資料を作成し

てください。 

⑤  団体の資格を証明する書類 登記簿謄本等 

法人等でない場合は総会の議事録などを

提出してください。 

⑥  団体の決算資料 直近３か年分 

⑦  収支予算書  

⑧  子育て支援事業の運営実績 様式２ 

⑨  事業計画書 様式３（別紙が３枚あります。加算事業

を実施しない場合は２枚です） 

⑩  実施場所の概要 様式４ 

⑪  開設までのスケジュール 様式５ 

⑫  施設の図面 建物の立面図と平面図 
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 （３）書類作成方法と提出部数 

    ア 正本として、①から⑫までの書類を A４縦型フラットファイルに左穴あけ綴じにしたもの

を 1部提出してください。 

    イ 副本として、②から⑫までの書類を５部提出してください。副本は、書類中にある事業所

名やロゴマークなど、事業所を特定できるものについては、塗りつぶすなどわからないよう

にしてください。 

（４）提出方法 

   目黒区子育て支援部子育て支援課利用者支援係に持込み（持参）してください。 

（５）受付時間 

午前９時から午後４時 

 

４ 質問及び相談について 

  募集に関する質問等については随時受け付けます。 

 

５ その他 

 （１）提出期限以降の書類の差し替えや再提出はできません。 

 （２）提出いただいた書類は返却しません。 

 （３）区は事業者並びに選定経過及び結果について、公開できるものとします。 

 （４）応募に際して要した費用については、応募者の負担とします。 

 （５）審査・選定に際しては、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。 

 （６）提出書類の内容に事実と反する記載があった場合は決定を取り消すことがあります。 

  

６ 問い合わせ先及び書類提出先 

   目黒区子育て支援部子育て支援課利用者支援係 担当 岩本 

   目黒区上目黒２－１９－１５（総合庁舎別館２階） 

   電話 ０３－５７２２－９５９６（直通） 

   受付時間 午前９時から午後５時 


