
第４回 越前市子ども・子育て会議 

 
令和３年２月５日（金）午後７時 

                     越前市生涯学習センター１階 e ホール 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議題           

１ 公立認定こども園整備方針の確認と進捗について  資料１ 

２ 子ども・子育て支援事業の課題について      資料２ 

     

  

４ その他 

 

 

５ 閉会 
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（１）西校区の公立園の整備方針

①西校区公立園の概要について

②西校区の公立園の進捗について
③給食室のあり方について
④今後のスケジュールについて

（２）吉野地区の公立園整備方針の検討
①就学前教育・保育施設の現状について
②令和３年度の審議事項（予定）

第４回子ども・子育て会議資料

１ 公立認定こども園整備方針の確認と
進捗について

資料１
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項目 内容

建設地 武生西小学校敷地内（幼稚園・プール）

定員設定 200人（保育部170、幼稚部30）

園舎 1,200㎡(建築面積) 2階建て

※想定延床面積 約2,000㎡

園庭 800㎡(園庭必要面積 739㎡)

駐車場 400㎡(20台 うち1台車いす用)

その他 300㎡（テラス、アプローチ、ロータリー、緑地等）

敷地面積 2,954㎡

（１）西校区の公立園の整備方針
①西校区公立園の概要について
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（１）西校区の公立園の整備方針

令和2年１１月～１２月
市総合教育会議
上太田・なかよし保育園保護者説明会
武生西幼稚園保護者説明会
市議会全員説明会
西地区区長会・地区自治振興会

■説明会の実施

■整備に向けての進捗

１２月補正予算 基本設計・実施設計業務委託料
新設工事に伴う地質調査業務委託料

令和３年１月 設計業務入札手続き

②西校区の公立園の進捗について
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（１）西校区の公立園の整備方針

・登降園の動線確保と安全対策について
・小学校との連携について
・就学前教育・保育の内容について
・給食室のあり方について

■保護者等からの主な意見

②西校区の公立園の進捗について

その他

・職員体制について
・土曜保育について
・新しい園の名前の決め方について
・近隣の武生西公民館、武生西児童センターの整備方針について
・在園児の対応について など
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（１）西校区の公立園の整備方針
③給食室のあり方について

学校・保育園調理員や管理栄養士、幼稚園・保育園の
職員において、給食室のあり方を検討し、自園式で実
施する。

特色
・アレルギー代替食や病児特別食などに対応可能。
・保護者相談や栄養指導が丁寧にできる。
・子どもと調理員が近く、調理を視覚、嗅覚、聴覚

で感じることができる。
・独自メニューに対応できる。
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（１）西校区の公立園の整備方針

■今後の課題等

・ 幼稚園・保育園職員や子ども・子育て会議委員、行
政職員による部会において、基本設計時に意見を
反映していく

・ 子ども・子育て会議委員
野嶋委員（学識経験者）、玉木委員（小学校校長会）
畑山委員（放課後等デイサービス事業所）

・ 市担当職員（子ども福祉課、教育振興課、建築住宅課、

保育園、幼稚園、認定こども園）

■設計検討部会メンバー（案）

④今後のスケジュールについて

・ 幼稚園・保育園職員や子ども・子育て会議委員、行
政職員による部会において、基本設計に意見を反映
していく。

※今後、基本設計を基に保護者に説明し、意見をいただく。
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（１）西校区の公立園の整備方針

令和３年２月～６月 基本設計
設計検討部会や地域、保護者の意見反映
保育計画・研修計画等の研究スタート

令和３年５月 令和３年度第１回子ども・子育て会議
令和３年７月～ 実施設計
令和３年８月 令和３年度第２回子ども・子育て会議
令和４年２月～ 武生西小学校プール解体工事
令和４年３月下旬～ 武生西幼稚園解体工事
令和４年４月～ 本体工事
令和４年６月 園名の決定
令和４年７月～ 認定こども園認可申請に係る準備
令和５年４月 開園

④今後のスケジュールについて
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（２）吉野地区の公立園整備方針の検討

越前市の次代を担う子どもの健やかな成長を願い、就
学前の子どもに等しく質の高い教育と保育を一体的に行
うため、幼保連携型認定こども園の整備について、公立
認定こども園整備方針に基づき取り組んでいく。

吉野地区の具体的な整備方針については、地域にお
ける市立施設としての役割を基に、令和３年度に検討し
ていく。
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教育・保育の提供区域の設定：吉野地区はエリア１に設定

①就学前教育・保育施設の現状

（２）吉野地区の公立園整備方針の検討
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私立認定こども園里山
ほのか学園★

公立吉野幼稚園★

吉野小学校★

★公立家久保育園

★私立ひかり幼稚園

①就学前教育・保育施設の現状

（２）吉野地区の公立園整備方針の検討
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施設名 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

家久保育園（定員） １５０人 １０人 ２５人 ２５人 ３０人 ３０人 ３０人

Ｒ２．３児童数 １２５人 １２人 １６人 ２０人 ２３人 ２６人 ２８人

吉野幼稚園（定員） １０５人

Ｒ２．３児童数 １８人 ４人 ７人 ７人

認定こども園里山ほのか
学園 保育部（定員）

１２６人 ６人 ２５人 ２５人 ２５人 ２４人 ２１人

Ｒ２．３児童数 １３５人 ７人 ２６人 ２５人 ３２人 ２６人 １９人

認定こども園里山ほのか
学園 幼稚部（定員）

２４人 １０人 ８人 ６人

Ｒ２．３児童数 １９人 ３人 ６人 ４人 ６人

ひかり幼稚園（定員） ９０人

Ｒ２．３児童数 ６５人 ３人 １５人 １７人 １７人 １３人

保育園・保育部児童数
（合計）A

２６０人 １９人 ４２人 ４５人 ５５人 ５２人 ４７人

幼稚園・幼稚部児童数
（合計）B

１０２人 ３人 １８人 ２７人 ２８人 ２６人

Ｒ２．３利用児童数（A+B） ３６２人 １９人 ４５人 ６３人 ８２人 ８０人 ７３人

（定員・利用児童数）①就学前教育・保育施設の現状
（２）吉野地区の公立園整備方針の検討
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吉野校区の公立園の整備方針（案）

（１）幼保一体化に向けた集約化・複合化

（２）施設の概要

（３）整備時期・開設年度

（４）建設候補地

②令和３年度子ども・子育て会議の審議事項（予定）

（２）吉野地区の公立園整備方針の検討
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２．子ども・子育て支援事業の課題について

第４回子ども・子育て会議資料

課題① 子育て不安の解消や仕事と家庭生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）

家庭での保育支援の充実

課題② 待機児童対策（保育士確保）

課題③ 放課後児童クラブの受け皿拡充

課題④ コロナ禍による児童虐待のリスクの増加

子どもを守る地域ネットワーク強化事業の拡充

資料２



2

①家庭での保育支援の充実
■在宅育児応援手当の拡充（案）

課題

越前市では、低年齢児とくに０歳児からの入園が増加傾向にあ
るため、育児休業を延長する等、保育所等を利用せず、在宅で
育児する世帯を応援し、子育て不安の解消や仕事と家庭生活の
調和を図る。

現在

年収３６０万円未満相当世帯の第２子以降の産後８週～３歳未満の子どもを
対象に、育児休業給付金をもらっていない家庭に月額１万円を支給。

対象見込：５５人 １月末現在６人

対策（案）

県事業の要件を拡充し、世帯第２子以降の満１歳の子どもにつ
いては、年収上限の撤廃や、育児休業給付金の有無にかかわら
ず、月額１万円を支給することを検討。
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①家庭での保育支援の充実

現在4か所

・ピノキオ（てんぐちゃん広場内）
・フォルマシオーン（国高保育園内）
・いまだて（認定こども園あわたべ内）
・一陽（ショッピングセンターシピィ２F）

■子育て支援センターの充実（案）

課題
・支援センターを利用していない人や初めて利用する人へ

の対応が課題であり、子育て支援センターの実施場所を
増やすなど、内容を充実し、家庭での保育を支援する。

子育て広場、交流活動、子育て講座、ボランティア育成支援を行っている。
あわせて、ピノキオでは、利用者支援事業（基本型）を実施し、利用者支援専
門員を配置し、情報提供やきめ細やかな相談対応の充実を図っている。
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①家庭での保育支援の充実
■すみずみ子育てサポート事業の充実（案）

就職活動、疾病、事故等やむを得ない事由により家庭での保育が困難なとき、
子育て家庭と妊婦家庭を支援している。

【実施場所】
・ピノキオ
・県民せいきょうきらめきくらしのサポート
・ハーツきっずたけふ
・てまり

現在
利用時間：月３５時間以内、１日最長８時間限度

対策（案）

利用時間：月７０時間以内に拡充することで、一時預
かりなどがさらに利用しやすくなる。
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②待機児童対策

選考方針：低年齢児（2歳未満）の子どもに関しては家
庭での保育を依頼・誘導する一方で、複数
子どものいる家庭では、同居の上の子ども
の入園を優先する。

■令和３年度入園基準の見直し

■主な改正点

・「育児休業明け世帯」に年齢加点を付加
（１歳、２歳までの育児休業の取得誘導）

・保護者が越前市内の保育園・認定こども園で保育士
（保育教諭）として勤務している、もしくは勤務予定の世帯への
加点を追加
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②待機児童対策

■保育士確保のための事業（案）

課題

保育士不足のため、民間施設に対し、保育士確保を積極的に応
援する補助事業を検討

民間施設子育て子育ち支援事業補助金（市単独） の新規事業（案）
①派遣人材活用事業

県の要件を一部緩和し、市の要件を設定し、負担軽減を図る。
・園全体の園児数が前年同月の園児数の同数以上
・保育士、看護師等の有資格者

②保育士確保応援事業
市内の公私立園に勤務していない期間が１年以上ある保育士を
新たに雇用した園に補助する。（潜在保育士の掘り起こし）
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③放課後児童クラブの拡充

現在
２９か所で実施

令和３年度～３０か所（予定）

吉野幼稚園の保育室において、第２吉野児童クラブ
開設し、低学年を中心に受入れを開始する。

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、適切な遊び及び生活
の場を設けることで、児童の健全育成を図っている。

越前市では、保育園・認定こども園や児童館・児童センターなどで実施してい
る。
第２吉野児童クラブの運営団体は、越前市社会福祉協議会。
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④子どもを守る地域ネットワーク強化事業の拡充

令和２年度
・子どもの見守り強化事業

児童館や地域の学習支援拠点、子ども食堂を利用する子どもに対し、食（おむ
すびやお弁当、おやつ等）を介しての対話の中で、子どもや家庭の状況を把握
し、支援ニーズの高い子どもを早期に発見し、子ども・子育て総合相談室につな
げる体制を整えた。また、民生委員・児童委員や市保健師がにひとり親家庭
を訪問し、困りごとに応じた相談窓口の紹介等、適切な支援につなげた。

子どもや家庭への適切な支援が行われるよう、子ども・子育て総合相談室が
調整機関となり、要保護児童対策地域協議会において、関係機関と連携し対
応している。コロナ禍で、児童虐待のリスクが高まっているため、今後も、様々
な子どもを見守る拠点を市内全域に整備し、地域のネットワークを強化する必
要がある。

※令和３年度も、引き続き子どもの見守り体制を強化していく。



支援団体を追加・強化

・食を通じた見守り体制の強化

・支援が必要な子の早期発見

子どもの見守り強化事業

概 要

コロナ禍で、児童虐待のリスクが高まっているため、要対協の構成機関だけではなく、様々な地
域ネットワークを活用し、子どもの見守り体制の強化を図ります。要対協に登録されている支援
対象児童のほか、市が見守りが必要と判断した子ども等の居宅を訪問するなどして、子どもと家
庭の状況を把握し、気がかりな子ども等を早期に発見し、適切な支援に繋げる。

・地域の学習支援拠点、子ども食堂を利用する子ども等への食（拠点配付、宅食）を介した見守り強化
・各地区児童館「おむすびプロジェクト」
・民生委員・児童委員、市保健師によるひとり親家庭への訪問（食料品等配付）

協力団体
①地域の学習支援拠点 ②子ども食堂

③市社会福祉協議会（児童館の指定管理者）等 ④民生委員・児童委員、主任児童委員

越前市要保護児童対策地域協議会

・支援対象児童、特定妊婦等の状況の確認に関する役割分担の決定
・確認や支援に関する進捗管理、総合調整 等

保健機関
（母子保健等）

越前市 地域の学習支援拠点

民生・児童委員
主任児童委員

保育園・
幼稚園等

学校・
教育委員会

人権擁護委員

児童相談所

警 察

医療機関

社会福祉協議会

児童家庭
支援センター

県丹南健康
福祉センター

児童館

子ども食堂

当日資料



子どもの居場所づくり事業(地域の学習支援拠点）

業務委託
（居場所づくり）

協働・連動

越前市

越前子ども応援隊わくわーく運営委員会

（各地域での居場所づくりへの人的・財政的支援）

越前市地域公益活動推進協議会

（愛称：笙ネット）

事務局：市社会福祉協議会

①東地区

府中寺子屋

②西地区

ＢｔｏＦ

③西地区
オラ バモス

④吉野地区

片屋あつま～れ

⑤国高地区

みんなの勉強部屋
くにたか

⑦粟田部地区

花筐キッズクラブ
すっきり

⑧岡本地区

岡本キッズクラブ
すっきり

⑥大虫地区

このゆびとまれ

コンサルタント（教職員ＯＢ）
・教職員ＯＢ、地域ボランテイア発掘
・運営アドバイス
・ボランテイアバンク調整

2

⑨王子保地区
おかえりクラブ
（自治振興会主催）
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１月１１日、１２日の大雪警報にかかる対応について

◇１月１２日（火）の小中学校休校（１０日（日）夜決定）

① 放課後児童クラブは朝から臨時受入を実施。
・１１日（月・祝）ＨＰ掲載
・各クラブより保護者あて緊急メールで連絡。（日本語・ポルトガル語版）

② 保育園、認定こども園は通常通り開所。給食実施。
・１１日（月・祝）ＨＰ掲載
・大雪のため出勤できない職員もいるため、各園より保護者あて家庭
保育の協力を緊急メールで依頼。（日本語版・ポルトガル語版）

◇その他
・１０日（日）、 １１日（月・祝） てんぐちゃん広場臨時休館
・１０日（日）、 １１日（月・祝） 地域子育て支援センター臨時休館
※電話での相談対応のみ

当日資料



新型コロナウイルス感染症対策

2

○臨時休校 3月2 5月31日 (3月25 4月6日 春休み)
○入学式 5月7日、始業式5月7日・8日
○5月11日から分散登校日設定
○学習動画を作成し自宅にて視聴(県:4月14 :4月21 )
○再開 6月1日
○夏季休暇 8月8 16日
○児童生徒の感染が今後確認された場合は、国のガイドライ
ンに基づき、当該校を1 3日間程度の休校とする。

○臨時休園 3月2 5月31日 (3月25 4月6日 春休み)
○入園式 5月8日
○再開 6月1日
○夏季休暇 8月1 31日

≪公立幼稚園≫

≪小・中学校≫
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○原則開園
○家庭保育の協力要請：3月21 5月31日
※0 2歳児の保育料減免

○屋内運動会・イベント・園開放等
公立園の例を私立園とも共有し、地域や園の規模により柔
軟に対応。

○園児・職員の感染が確認された場合は、国のガイドライン
に準じて、検査に要する期間として、当該園を1 3日間程
度の休園とする。

≪保育園・認定こども園≫

≪放課後児童クラブ≫
○原則開所（小学校臨時休校時は朝から受入れ）
○家庭保育の協力要請：3月21 5月31日
〇児童館、児童センターの自由来館は利用制限しながら実施


