
評価対象事業名

1 地域子育て支援拠点事業

2 妊婦健康診査

3
乳児家庭全戸訪問事業
　　　（こんにちは赤ちゃん事業）

4 養育支援訪問事業

5 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

6 子育て短期支援事業

7 一時預かり事業

8
一時預かり事業
　（すみずみ子育てサポート事業）

9 延長保育

10 休日保育

11 病児・病後児保育事業

12 放課後児童クラブ

就職活動や疾病、事故その他のやむを得ない事由により家庭での保育が困難な時に、子育て家庭と妊婦家庭（初産）に対し、一時預かりや保育所・幼稚園等への
送迎、家事援助のサービスを提供する事業（妊婦家庭（初産）は、家事援助のみ）。

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所等において引き続き保育を実施

保育認定を受けた子どもについて、保護者の就労等により、日曜・祝日等の休日に家庭での保育が困難な時に、認定こども園、保育所等において休日保育を実施

病気の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を行う

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後や休業日に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊びや生活の場を提供し、そ
の健全な育成を図る。

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワー
ク機関間の連携強化を図る取組を実施する事業

一時的に家庭での保育を受けることが困難になった乳幼児について、認定こども園・保育園において一時的に預かる事業。さらに、認定こども園において、１号認
定の児童に対して教育時間以降や長期休暇期間の預かりを実施する事業。

妊婦と胎児の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する定期健康診査を実施

市子ども・子育て支援事業計画における評価対象事業（平成２８年度）

赤ちゃん訪問・保育園・幼稚園・学校、病院等関係機関からの情報等により、養育支援が特に必要な家庭に対し、保健師等による訪問により必要な支援を行う事
業

事　　　業　　　内　　　容

①ショートステイ事業：保護者が疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を児童養護施設等において、一時的に
養育又は保護する事業
②トワイライトステイ事業：保護者が仕事その他の理由により、夜間に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合等に児童養護施設等にお
いて、保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境の把握を行う事業

子育て家庭の親子が交流を図る場所を開設し、子育てについての相談、情報提供、その他の援助を行う事業
地域の子育て関連の情報提供を行い、子育てに関する支援を行う。週３日以上、１日５時間以上開設。



①　地域子育て支援拠点事業　

事業内容

計画 29年度への反映計画
市全体の子育て支援体制を考える中で、支援センターに来所
できない家庭へアプローチをするため、母子保健事業等での
声かけを強化。

29年度への反映計画
今後も子どもの成長発達や育児相談に応じ、親の子育て不安
等の解消に努めていく。また、親子の交流の場として、情報
交換や友達づくりができるよう支援していく。

29年度への反映計画
子育て支援実施事業所との情報交換を図りながら連携を深
め、適切な機関につなぐことができるようにする。

②　妊婦健康診査　

事業内容

計画 29年度への反映計画
妊娠期から妊婦及び胎児の、心身の健康の保持増進をはかる
ため、気がかりな妊婦健診結果情報をピックアップし、必要
な支援に繋げていく。

29年度への反映計画
支援が必要な妊婦に対して、妊婦健診実施機関との情報共有
や支援の連携を強化していく。

29年度への反映計画
妊娠期からの医療施設等との連携体制を構築し、妊娠期～産
後と切れ目なく支援を継続していけるよう情報共有に努めて
いく。

実施状況・分析 指標

■施設４箇所

計画数
4１,000人

実施施設　４箇所（ピノキオ・フォルマシオーン・いまだて・一陽）
Ｈ28年度年間利用見込み数：ピノキオ20,000人、フォルマシオーン
6,000人、いまだて5,500人、一陽23,000人　　計54,500人

実施箇所数
利用者数

成果の内容
子育て中の母親は子育て支援センターに来所することにより、職員や先輩マ
マからのアドバイスを受けたり、交流することで子育てに対する肯定感が得
られる。育児の孤立化が解消される。
さらに、気がかりな子の発見や子どもへの関わり方が気がかりな母親を支援
することができた。

連携・協力・協働の内容
地域子育て支援拠点４事業所及びその他の子育て支援実施事業所と子ども・
子育て総合相談室、健康増進課が連携をとりながら、気がかりな子どもや母
親の支援につなぐことができた。

実施状況・分析 指標

妊婦と胎児の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する定期健康診査として、①母児の健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するととも
に妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業

■計画数
延６,４３５回
(5５0人×11.

７回)

県内産科医療機関、助産所において、妊娠全期を通して計14回の健診費用助
成を実施。県外受診者については、還付申請にて費用助成。
特定・ハイリスク妊婦や異常継続の妊婦等に対しては健診後の支援にも繋げ
ている。
H28年受診見込み数　延8,000回（県外受診者含まず）

受診回数

成果の内容
妊娠全期に使用できる「フリー券」を11回分設定していることで、健康状態
に合わせて使用しやすく受診控え防止にもつながっている。また、妊娠期か
らの支援において、健診結果を活用してより的確な支援につながっている。

連携・協力・協働の内容
妊娠中から継続支援が必要と思われる家庭に対して、病院や助産所などの専
門機関、相談機関、適切な子育て支援サービス機関等と連携し、必要な支援
に繋げる。

子育て家庭の親子が交流を図る場所を開設し、子育てについての相談、情報提供、その他の援助を行う事業
地域の子育て関連の情報提供を行い、子育てに関する支援を行う。週３日以上、１日５時間以上開設。

資 料
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③　乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）　

事業内容 生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境の把握を行う事業

計画 29年度への反映計画
妊娠期から課題が重複かつ継続し支援が今後も必要な場合、
早期から子ども・子育て総合相談室と連携して子育て期に移
行できるよう努める。
また訪問できなかった家庭においては、連携をとり対応する
なかで、養育状況の把握に努める。

29年度への反映計画
今後も妊娠期からの情報把握に努め、ハイリスク・特定妊婦
や要支援家庭には早期からの介入、支援を繋いでいく。妊娠
～出産～育児と、切れ目なく継続的な支援を行えるよう努め
ていく。

29年度への反映計画
妊娠期から地域外の医療施設等とも連携し、妊娠期～産後と
切れ目なく支援を継続していけるよう情報共有に努めてい
く。

④-１　養育支援訪問事業　　

事業内容

計画 29年度への反映計画
関係機関と連携をとりながらそれぞれの役割分担に基づい
て、子どもと家庭の支援を行っていく。

29年度への反映計画
支援を要する家庭と子どもを把握し、関係機関と連携を取り
ながら訪問等により、必要な支援に結び付け、生活の安定を
目指していく。

29年度への反映計画
関係機関と連携をより一層強化する。

実施状況・分析 指標

■計画数
　　478人／
乳児数569人

（84％）

訪問対象児6５3人中63５人（見込み）訪問。（電話確認１５件見込み）
第一子、ハイリスク・特定妊婦、要フォロー家庭等については市保健師が、
第二子以降については原則、在宅保健師・在宅助産師が訪問している。子育
て世代包括支援センターでは、特定妊婦や要フォロー家庭に妊娠中に原則訪
問し、生まれる前からの継続した支援を実施。赤ちゃん訪問できなかった家
庭は、電話で状況確認及び乳児健診、予防接種、５か月児セミナーで確認。

訪問件数
訪問率

成果の内容
妊娠届時にリスクを点数化して早期に支援を開始するため、特定妊婦は赤
ちゃん訪問までに関係の構築が可能で子育て期への支援の移行がスムーズに
なった。また、一般妊婦にも全戸数専門職による訪問を実施することによっ
て、子育てに関する不安や悩みに答えたり、適切なサービス提供につなげる
ことにより、乳児家庭の孤立化が予防できた。エジンバラによる客観的な指
標も、潜在的なニーズの掘り起こしにつながっている。

連携・協力・協働の内容
継続支援が必要と思われる家庭に対し、病院などの専門機関、相談機関、適
切な子育て支援サービス機関等と連携して情報を把握し、支援方針を共有す
ることで各々が役割を分担して必要な支援に繋げた。

実施状況・分析 指標

家庭が不安定であったり、妊娠中からの経過や子育てに不安があるような家
庭に対して、安心、安全、安定した生活を送ることができるよう支援ができ
た。

■対象者
(延べ人数)

　４２０人

訪問延べ件数　20０件(健増40見込)
子ども・子育て総合相談室、健康増進課、保育園、幼稚園、小中高等学校、
医療機関等と連携をとり、家庭訪問による支援を実施。妊婦については母子
手帳交付時全員にアンケート及び面接を実施し必要に応じて支援している。

訪問指導件数

成果の内容

連携・協力・協働の内容
子ども・子育て総合相談室、健康増進課、保育園、幼稚園、小中学校等、子
育て支援サービス機関、医療機関、県児童相談所との連携を充実する。

赤ちゃん訪問・保育園・幼稚園・学校、病院等関係機関からの情報等により、養育支援が特に必要な家庭に対し、保健師等による訪問によ
り必要な支援を行う事業
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④-２　子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業　

事業内容

計画 29年度への反映計画
今後も、子ども・子育て総合相談室が調整機関となり、関係
機関と連携をとっていく。

29年度への反映計画
今後も必要に応じてケース会議を実施し、必要な支援につな
げていく。

29年度への反映計画
今後も関係機関の連携を強化し、支援を必要とする子どもと
家庭に対応する。

⑤　子育て短期支援事業　

事業内容

計画 29年度への反映計画

すみずみ子育てサポート事業、母子家庭等日常生活支援事業
等他のサービス利用と調整していく。
必要としている人に必要なサービスが提供できるよう調整し
ていく。

29年度への反映計画
今後も児童養護施設等と連携を取りながら、支援していく。

29年度への反映計画
今後も実施事業所と連携を図りながら、支援していく。

連携・協力・協働の内容

実施状況・分析 指標

■要保護児童
対策地域協議
会における相
談件数
　　２８０件

①要保護児童対策地域協議会が調整機関となり、保育園、幼稚園、学校、地
域等関係機関と連携した。また、庁内の関係各課との連携を強化した。
　　相談対応実件数：４３７件　　  ケース会議の開催：７０回
　　ケース進行管理会議：12回　　スーパーバイス会議：２５回
②専門性強化するために、研修会へ参加し質の向上に努めた。
　　研修会参加回数：3０回

相談件数

成果の内容
関係機関が情報を共有し、援助方針を確認した上で役割分担のもと支援の必
要な子どもと家庭に対応することができた。

■ショートス
テイ
・施設・・２
計画数　50人

■トワイライ
トステイ
・施設・・２
計画数　5人

実施施設　２箇所（済生会乳児院・児童養護施設一陽）
Ｈ28年度利用者数　ショートステイ　延べ人数４６人（実人数１５人）、
　　　　　　　　　トワイライトスティ　延べ人数２６人（実人数３人）
すみずみ子育てサポート事業、母子家庭等日常生活支援事業等のサービスと
調整して利用している。

利用者数

成果の内容
一時的な預かりについては、保護者のニーズに応えることができた。
支援（サービス）を必要とする家庭と関わりながら、サービスの提供のみに
ならず、子育て、家庭の安定等相談に応じることができた。

連携・協力・協働の内容
福井県済生会乳児院、児童養護施設一陽、児童家庭支援センター、その他子
育て支援事業実施事業所と連携しながら子どもにとって最善の環境を考え実
施した。

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の
専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施する事業

①ショートステイ事業：保護者が疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を児童養護施設
等において、一時的に養育又は保護する事業
②トワイライトステイ事業：保護者が仕事その他の理由により、夜間に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合
等に児童養護施設等において、保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業

関係機関が情報を共有し、援助方針を確認した上で役割分担のもと支援の必
要な子どもと家庭に対応することができた。

実施状況・分析 指標
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⑥-１　一時預かり事業　

事業内容

計画 29年度への反映計画
通常保育には該当しない児童の健全な育成及び福祉の向上を
図るため、今後も市内の全ての園で実施していくよう働きか
ける。

29年度への反映計画
今後も継続して実施する。

29年度への反映計画
今後も継続して実施する。

⑥-2　一時預かり事業（すみずみ子育てサポート事業）　

事業内容

計画 29年度への反映計画
利用者が必要としたサービスが提供できるように、各事業間
と連携を取り、子育て家庭の支援を実施していく。

29年度への反映計画
今後も継続して実施する。

29年度への反映計画
今後も継続して実施する。

実施状況・分析 指標

認定こども園・保育園と子ども福祉課が密に連絡・連携を図り、受け入れを
行った。

一時的に家庭での保育を受けることが困難になった乳幼児について、認定こども園・保育園において一時的に預かる事業。さらに、認定こ
ども園において、１号認定の児童に対して教育時間以降や長期休暇期間の預かりを実施する事業。

■保育所型
公立保育園
３箇所
公立認定こど
も園５箇所
民間保育園９
箇所
民間認定こど
も園７箇所

計画数
７,500人

公私立全園（24園）で実施し、週3日程度を限度として対応。
Ｈ28年度利用見込数　一般型：1,900人、幼稚園型：190人 利用者数

成果の内容
保護者の不定期な就労や緊急で家庭での保育が困難となった場合に対応する
ことで、児童の健全な育成及び保護者のニーズに応えている。

連携・協力・協働の内容

就職活動や疾病、事故その他のやむを得ない事由により家庭での保育が困難な時に、子育て家庭と妊婦家庭（初産）に対し、一時預かりや
保育所・幼稚園等への送迎、家事援助のサービスを提供する事業（妊婦家庭（初産）は、家事援助のみ）。

実施状況・分析

保護者のニーズに応えることができた。
支援（サービス）を必要とする家庭と関わりながら、サービスの提供のみな
らず、子育て、家庭の安定等相談にも応じることができた。

連携・協力・協働の内容

指標

■実施施設
　　４ヶ所

計画数
2,000人

4実施施設（NPO法人子どもセンターピノキオ、越前ファミリーサービスク
ラブ、ハーツきっずたけふ、（医）野尻医院）で実施。
Ｈ28年度利用見込数：１，８５４人、年間利用見込時間６，５２８時間

利用者数

成果の内容

実施施設と子ども福祉課が密に連絡・連携を図り、支援の必要な家庭にサー
ビス提供することができた。
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⑦ １　延長保育　

事業内容

計画 29年度への反映計画
保護者の就労形態は年々多様化していっている。今後も市内
の全ての園で実施していくよう働きかける

29年度への反映計画
今後も継続して実施する

29年度への反映計画
今後も継続して実施する

⑦-２　休日保育　

事業内容

計画 29年度への反映計画
保護者の就労形態は年々多様化していっている。休日出勤に
対応できるよう実施する

29年度への反映計画
今後も継続して実施する

29年度への反映計画
今後も継続して実施する

■保育所型
公立保育園
３箇所
公立認定こど
も園５箇所
民間保育園９
箇所
民間認定こど
も園７箇所

計画数
1,160人

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所等において引き続き保育
を実施

実施状況・分析 指標
公私立全園（２４園）で実施。
Ｈ28年度利用見込数；保育標準時間　3,600人、保育短時間　760人

成果の内容

利用者数

保護者の休日出勤に対応することで、保護者が安心して労働等に従事するこ
とができる。

連携・協力・協働の内容

認定こども園・保育園と子ども福祉課が密に連絡・連携を図り、保育を実施
している、

連携・協力・協働の内容
認定こども園・保育園と子ども福祉課が密に連絡・連携を図り、保育を実施
している、

■民間保育園
１箇所
民間認定こど
も園１箇所
　
計画数
２００人

国高保育園、認定こども園あわたべ２園で実施。
Ｈ28年度利用見込数50名（延200名）

実施施設数
利用者数

成果の内容

保育認定を受けた子どもについて、保護者の就労等により、日曜・祝日等の休日に家庭での保育が困難な時に、認定こども園、保育所等に
おいて休日保育を実施

実施状況・分析 指標

保護者の不定期な就労などにより、通常のお迎え時間よりも遅くなった場合
に対応することで、保護者が安心して労働等に従事することができる。
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⑧　病児・病後児保育事業　

事業内容

計画 29年度への反映計画
・市内では、病児デイケア施設「ままのて（野尻医院）」で
実施。
・鯖江市、敦賀市、越前町、福井市と広域契約も継続して実
施。

29年度への反映計画
急な発熱により送迎ができない場合の対応を検討。

29年度への反映計画

今後も、実施施設と担当課が連携を取りながら継続して対応

⑨　放課後児童クラブ　

事業内容

計画 29年度への反映計画
放課後子ども教室との連携を進めるとともに、特に飽和状態
にある地区を中心に、児童クラブ以外の子どもの居場所の確
保及び子どもの育ちの支援について検討する。

29年度への反映計画
今後も継続して実施していく。

29年度への反映計画
子どもの居場所作りとして、地域における子どもの預かりが
できないか協議していく。

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後や休業日に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊びや生活
の場を提供し、その健全な育成を図る。

実施施設と担当課が連携を取りながら対応

実施状況・分析 指標

■対象者

　638人

実施施設数　27か所
　　　　　　うち児童館・児童センター14ヶ所・保育園等10ヶ所
　　　　　　　　・その他地域等3ヶ所
利用児童数　723人
対象学年を小学６年生までに拡充（市子ども・子育て支援計画に基づく段階
的拡充）

利用者数

成果の内容

クラブの運営は各運営主体や地域ごとに特色を活かして実施している。ま
た、気がかりな子どもや外国籍児童について、必要に応じ子ども・子育て総
合相談室や学校とも連携を取りながら受入れを行っている。

共働きなどの理由により、子どもの放課後等の時間を監督できない家庭にお
いて、保護者が安心して労働等に従事することができる。また、異年齢間の
子ども同士の交流を通じ、子どもの社会性を育むことができる。

連携・協力・協働の内容

・市内では、病児デイケア施設「ままのて（野尻医院）」で実施。
・鯖江市、敦賀市、越前町、福井市と広域契約している。
利用人数は420人見込と、計画より減となっている。（ワークライフバラン
スが浸透している傾向有）

利用者数

実施状況・分析 指標

子どもが病気または病気回復期に保護者の仕事の都合、冠婚葬祭等などの理
由で看護できないときの支援ができた。

成果の内容■計画数
　　７５０人

病気の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を行う

連携・協力・協働の内容
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すくすくすまいる事業所について 

 

 

■すくすくすまいる事業所 

  市内の法人、個人等の事業所で、下記事業のうち２つ以上に取り組むもの 

（事業主からの申請に基づき登録） 

 

職場環境・雇用環境に関する取組 地域児童の健全育成に関する取組 

 事業所内保育室の設置 

 雇用者の育児休業取得支援 

 子育て中の雇用者の勤務時間の短縮措

置 

 子育て中の雇用者の時間外労働の縮減

措置 

 子育て中の雇用者の在宅勤務制度 

 学校行事、ＰＴＡ活動等に参加しやすい

ような支援策 

 子どもの病気等で休みやすいような支

援策 

 不妊治療のための休暇取得支援 

 育児退職者の再雇用 

 育休明け従業員研修の実施 

 育休明け人事の配慮措置 

 子育てについての従業員研修 

 男女共同参画についての従業員研修 

 健康診断受診の支援 

 独自の取組 

 地域児童の見守り活動、パトロール 

 児童向け体験事業 

 親子のふれあい事業（運動会・ハイキン

グ・観劇・七夕会など） 

 来客者児童向け設備の整備（遊具・設備） 

 独自の取組 

国･県事業に関する取組 

 次世代育成支援対策推進行動計画の策定 

 ファミリーフレンドリー企業の認定 

 県父親子育て応援企業の登録 

 県家族時間デー実施企業の登録 

 県すまいるＦカードサポーター事業所 

 県ママ・ファースト運動協賛事業 

 その他 

＊児童：18 歳以下の子ども 

 



 

 

■すくすくすまいる事業所表彰 

  すくすくすまいる事業所のうち、常時従業員数５人以上の事業所であって、先進的・

積極的に子育て支援に取り組んでいる事業所について表彰する。 

  自薦・他薦不問。越前市男女平等オンブッドの意見を求めることができる。 

 

 ≪申請事業所≫ 

①南越建設工業㈱（中平吹町） 

男性の育児休業取得、ワークライフバランスセミナーの開催 

妊娠中従業員の母子健康管理に対する取組 

学校行事等に参加しやすい取組、地域児童を対象とした体験活動 

次世代育成支援対策推進行動計画の策定 

  ②マルカワみそ㈱（杉崎町） 

子育て中の雇用者の変則的就業時間、子の看護休暇制度 

学校行事等に参加しやすい取組、市内の幼稚園児との体験活動 

  ③㈱光川組（北小山町） 

地域の子ども達との体験教室の開催、学校行事等に参加しやすい取組 

子どもの病気等で休みやすい取組、次世代育成支援対策推進行動計画の策定 

 

  


