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市子ども・子育て支援計画（第２次）及び
市教育施設等長寿命化方針に基づく

公立認定こども園の整備方針（素案）

２０２０．８．７ 第２回子ども子育て会議

１．越前市の現状と課題 P２～P３

２．今回審議事項

公立認定こども園の役割と機能
P４～P１６

資料１
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幼稚園・保育園・認定こども園の現状

幼稚園 保育園・認定こども園

現状
（R2.4.1現在）

公立５園・私立４園

定員 公立４９０人 私立１９０人
園児数 公立９７人 減少傾向

私立２１０人 微増傾向

（保育所） 公立３園・私立６園
（こども園）公立５園・私立１０園
定員 公立９５０人 私立２，０９０人
園児数 公立６７２人 私立１，９８２人

増加傾向
（0～2歳児の保育ニーズの増加）

取組状況 （私立）
・２歳児保育 ・長時間預かり保育
・一時預かり事業

（公立・私立）
・多文化共生教育の実施
・気がかりな子の教育・保育

（公立）
・小学校との日常的な関わり
・小学校との合同行事の実施
・小学校長が園長を兼務

（公立・私立）
・延長保育 ・幼稚部預かり保育
・一時預かり事業 ・園開放・子育て相談
・多文化共生教育・保育の実施
・気がかりな子の教育・保育
・ICT保育システムの活用

（公立・一部）
・隣接小学校との合同行事の実施
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幼稚園・保育園・認定こども園の課題

幼稚園 保育園・認定こども園

課題 （公立）

・就学前教育を推進するために必
要な集団規模の確保が困難

・低年齢児からの保育ニーズ増加と保育人材不
足による、待機児童の発生

・多様な保育ニーズに対応する専門職の不足

・市保育研究会による研修や事務局機能の効率
化

・ＩＣＴシステムの子ども向け活用の模索

・小学校や地域との子育て支援連携の模索
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公立認定こども園の役割と機能

待機児童解消を前提としながら、教育・保育を一体
的に提供する認定こども園へ移行します。

安全で快適な教育・保育環境を整えることに加え、
時代のニーズに対応しながら、子ども条例の精神に
基づき、市全体の就学前教育・保育の向上に努めま
す。

公立認定こども園整備方針（素案）
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公立認定こども園の役割と機能

子ども一人ひとりの
成長と自立を実現

子ども条例

１ 就学前教育・保育の向上と
情報発信

・地域の大学や市保育研究会等と
連携による研究と発信
・就学前教育・保育施設の拠点と
なるセンター機能
・時代が求めるICT教育等の
実銭と検証
・評価の仕組みの確立と実践

３ 小学校や地域、関係機関との
さらなる連携

・母子保健からの切れ目ない支援
・セーフティネット機能
・就学に向けた連携強化
・地域資源の活用の仕組みづくり

２ 多様な保育ニーズへ対応と
担い手の育成支援

・医療的ケア児支援コーディ
ネーターや専門職の配置と入園
前からの相談支援等の実施
・発達における気づきの段階から
の相談機能強化
・外国籍児童対応職員の充実
・実践を通した研修や人事制度の
効果的な活用と育成

４ 地域の子育て支援拠点
機能の充実

・地域子育て支援センターとの
連携
・子ども子育て一時支援事業
（緊急時の一時預かりなど）
・保護者子育てサロンなどの企
画

待機児童解消を前提としながら、教育・保育を一体的に提供する認定こども園へ移行します。安全で快適な
教育・保育環境を整えることに加えて、時代のニーズに対応しながら、子ども条例の精神の基づき、公立こ
ども園の役割を実践して、市全体の就学前教育・保育の向上に努めます。

公立認定こども園整備方針（素案）
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公立認定こども園の役割１

就学前教育・保育の向上と情報発信
機能
・地域の大学や市保育研究会等と連携による
研究と発信

・就学前教育・保育施設の拠点となるセン
ター機能

・時代が求めるICT教育等の実銭と検証
・評価の仕組みの確立と実践
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公立認定こども園の役割２

多様な保育ニーズへ対応と担い手の育
成支援
機能
・医療的ケア児支援コーディネーターや専
門職の配置と入園前からの相談支援等の
実施

・発達における気づきの段階からの相談機
能強化

・外国籍児童対応職員の充実
・実践を通した研修や人事制度の効果的な
活用と育成
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公立認定こども園の役割３

一人ひとりの育ちをつなぐ小学校や
地域、関係機関とのさらなる連携
機能
・母子保健からの切れ目ない支援
・セーフティネット機能
・就学に向けた連携強化
・地域資源の活用の仕組みづくり
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公立認定こども園の役割４

地域の子育て支援拠点機能の充実
機能
・地域子育て支援センターとの連携
・子ども子育て一時支援事業
（緊急時の一時預かりなど）

・保護者子育てサロンなどの企画
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公立認定こども園の役割と機能

子ども一人ひとりの
成長と自立を実現

子ども条例

１ 就学前教育・保育の向上と
情報発信

・地域の大学や市保育研究会等と
連携による研究と発信
・就学前教育・保育施設の拠点と
なるセンター機能
・時代が求めるICT教育等の
実銭と検証
・評価の仕組みの確立と実践

３ 小学校や地域、関係機関との
さらなる連携

・母子保健からの切れ目ない支援
・セーフティネット機能
・就学に向けた連携強化
・地域資源の活用の仕組みづくり

２ 多様な保育ニーズへ対応と
担い手の育成支援

・医療的ケア児支援コーディ
ネーターや専門職の配置と入園
前からの相談支援等の実施
・発達における気づきの段階から
の相談機能強化
・外国籍児童対応職員の充実
・実践を通した研修や人事制度の
効果的な活用と育成

４ 地域の子育て支援拠点
機能の充実

・地域子育て支援センターとの
連携
・子ども子育て一時支援事業
（緊急時の一時預かりなど）
・保護者子育てサロンなどの企
画

待機児童解消を前提としながら、教育・保育を一体的に提供する認定こども園へ移行します。安全で快適な
教育・保育環境を整えることに加えて、時代のニーズに対応しながら、子ども条例の精神の基づき、公立こ
ども園の役割を実践して、市全体の就学前教育・保育の向上に努めます。

公立認定こども園整備方針（素案）
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４

安全で、安心し
て利用できる環
境

２

担い手をつなぎ、
活躍できる環境

・働きやすく効率的
に管理運営できる構
造
・コニュニケーショ
ンスペースの充実
・ICT保育システムの
活用（アレルギー食
など、個別対応へ活
用や子どもの成長記
録など）

３

地域とともに子
育てができる環
境

１

質の高い幼児
教育・保育が実
践できる環境

・子どもの発達段階
や興味関心に合わせ
た教育保育が可能
・自然環境に配慮し
た空間設計
・食育の推進
・地域の学校や文教
施設とのさらなる連
携

・地域子育て支援
センターとの連携
施設
・保護者や多世代
交流などが可能な
スペースの確保
・ユニバーサルデ
ザインの導入

・想定される豪雨
や大規模地震等の
自然災害に耐える
施設
・感染症対策を考
慮した構造
・地域を考慮した
防犯体制と安全教
育

役割と機能にふさわしい４つの環境



質の高い幼児教育・保育を実践できる環境

・子どもの発達段階や興味関心に合わせた
教育保育が可能

・自然環境に配慮した空間設計
・食育の推進
・地域の学校や文教施設とのさらなる連携

役割と機能にふさわしい環境づくり１
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担い手をつなぎ、活躍できる環境

・働きやすく効率的に管理運営できる構造
・コニュニケーションスペースの充実
・ICT保育システムの活用
（アレルギー食など、個別対応へ活用や
子どもの成長記録など）

役割と機能にふさわしい環境づくり２
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地域とともに子育てができる環境

・地域子育て支援センターとの連携施設
・保護者や多世代交流などが可能なスペー
スの確保

・ユニバーサルデザインの導入

役割と機能にふさわしい環境づくり３
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安全で、安心して利用できる環境

・想定される豪雨や大規模地震等の
自然災害に耐える施設

・感染症対策を考慮した構造
・地域性を考慮した防犯体制と安全
教育

役割と機能にふさわしい環境づくり４
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４

安全で、安心し
て利用できる環
境

２

担い手をつなぎ、
活躍できる環境

・働きやすく効率的
に管理運営できる構
造
・コニュニケーショ
ンスペースの充実
・ICT保育システムの
活用（アレルギー食
など、個別対応へ活
用や子どもの成長記
録など）

３

地域とともに子
育てができる環
境

１

質の高い幼児
教育・保育が実
践できる環境

・子どもの発達段階
や興味関心に合わせ
た教育保育が可能
・自然環境に配慮し
た空間設計
・食育の推進
・地域の学校や文教
施設とのさらなる連
携

・地域子育て支援
センターとの連携
施設
・保護者や多世代
交流などが可能な
スペースの確保
・ユニバーサルデ
ザインの導入

・想定される豪雨
や大規模地震等の
自然災害に耐える
施設
・感染症対策を考
慮した構造
・地域を考慮した
防犯体制と安全教
育

役割と機能にふさわしい４つの環境づくり



児童小遊園の現状
神社、寺院等の地域の提供地を利用して、町内会が設けた児童の遊び場に設置され
た遊具について、市は遊具台帳を整備。
市は、安全安心を確保するために安全点検、修繕、撤去を担う一方、町内会は、日常
的なメンテナンスと修繕への一部負担（１児童小遊園あたり１万円）のみ行っている。

児童小遊園遊具の現状と課題

【令和２年度対応予定】
児童小遊園１００か所・遊具２６７基

修繕：１１３基（市負担 約１，６００万円 町内負担 ５３万円）
撤去：４７基（市負担 約７６０万円）
指摘なし：１０７基

本市の課題
①児童小遊園：１００か所 都市公園：１７７個所 両方設置町内：３５町内（別表）
②だるまちゃん広場の利用者数の増加（拠点への集中化）
③児童小遊園遊具の老朽化
④少子化の進展により、利用率の町内格差
⑤町内会の管理に差があり、メンテナンスされていないため、老朽化が加速

資料２

1



他市との比較と今後の方向性
【他市との比較】
児童小遊園遊具設置補助 対象：町内会、自治会

【補助制度のメリット】
・町内会、自治会が主体的に管理し、日常的なメンテナンスを行うため、
遊具の長寿命化が期待できる。
・町内会、自治会が、遊具を含め児童小遊園を維持管理することで、
地域活動や防災の拠点としての活用がなされている。

【協議事項】
少子化の進展を鑑み、遊び場の偏在状況、利用状況、費用対効果の視点により、児
童小遊園遊具の新設・維持管理・撤去に関する町内会負担と行政支援のあり方につい
て検討いただきたい。

新設 修理 撤去

福井市 補助 （3/4）上限１６万円 ― （3/4）上限４万円

坂井市 補助 （1/2）上限 ３０万円 ― ―

敦賀市 補助 （1/2）上限 １０万円 （1/2）上限 １０万円 （10/10）上限 １０万円

越前市 ― ― 市 （10/10、但し町内会負担１万円） 市（10/10）
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児童小遊園と都市公園等設置状況

地区 児童小遊園数 都市公園等数 両方設置町数 両方設置町
東 4 5 1 国府一丁目

5 11 1 高瀬一丁目
南 4 11 2 行松町、常久町
神山 1 14 0
吉野（旧吉野児童センター含む） 6 16 3 氷坂町、余田町、家久町
国高 10 22 6 村国三丁目、国高三丁目、塚町、稲寄町、瓜生町、高木町
大虫 5 22 5 大虫本町、下四目町、横根町、北山町、下太田町
坂口 4 0 0
北新庄 8 3 3
王子保 10 12 3 四郎丸町、白崎町、中平吹町
北日野 13 10 4
味真野 14 5 4 余川町、上大坪町、味真野町、宮谷町
白山 4 0 0
花筐 1 7 1 粟田部町
岡本 2 5 1 岩本町
南中山 4 3 1 野岡町
服間 5 1 0
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別表 

自治の手引き（抜粋）  

        

事業名 児童小遊園遊具の維持管理 

内容 

１．遊具の維持管理 

町内は下記の金額を負担し、市は予算の範囲内で修繕およ

び撤去を行います。 

【負担額】 

① 遊具の修繕…１児童小遊園につき１万円 

② 遊具の撤去…全額を市が負担します 

２．遊具の点検 

市では、年1回業者に委託して安全点検を行っていますが、

日々の点検については町内にお願いしています。 

※遊具の設置場所は次ページ以降を確認してください。 

役割・ 
手続等 

(1) 日常的な遊具の点検 

(2) 遊具が破損した場合の市への報告および利用の中止 

（ロープを張るなどの安全管理をお願いします） 

(3) 遊具のメンテナンス（錆落とし、ペンキ塗りなど） 

(4) 使用上の安全管理 

(5) 地域住民の協力による児童小遊園内の美化 

(6) 市へ遊具の修繕・移転・撤去の届出 

担 当 子ども福祉課 次世代育成グループ（電話）２２－３００６ 


