
第６回 越前市子ども・子育て会議 

 
平成２７年２月５日（木） 午後７時  

                      越前市役所別館２階 大会議室 

 
１ 開会 

 

２ 市民憲章唱和 

 

３ あいさつ 

 

４ 議事 

（１）パブリック・コメント集約結果について            資料１ 

（２）越前市子ども・子育て支援事業計画（案）について    資料２ 資料３  

（３）その他                          

 

５ 閉会 
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平成２７年 ２月 ５日(木) 

福祉保健部 子ども福祉課 



所管部署：福祉保健部　子ども福祉課　　　　　　　　　　　　　　　　

意見提出元

パブコメ／議会 年齢 性別

1 パブコメ 35歳 女 3章

４
教育・保育の一体
的提供及び推進に
関する体制の確保
の内容

育児相談・健康診断など、旧今立町内の者は、今立
の社会福祉センターでするようにお願いします。
武生までわざわざ出かける事は無理です。今立内の
事は、今立内でするようにして下さい。
今立の健康センターの方が立派です。

幼児の健康診断には、医師・歯科医師を含む大勢の関係者が関わっており、
市内複数か所での実施は困難な状況となっています。お子さん連れで遠方ま
でお越しいただくのは恐縮ですが、どうぞご理解ください。
育児相談については、児童センターでの赤ちゃん教室や子育て支援センター
での親子教室をご利用ください。
なお、今立地区では、平成27年度より全ての就学前教育・保育施設が、子育て
支援機能を備えた「認定こども園」となります。ここでは、随時育児相談も行っ
ていきますので、こちらもご利用ください。

2 パブコメ 不明

・旧今立町の者ですが、外出した際、おむつ替えをす
るところがなく驚きました。いまだて芸術館では子ども
向けのイベントも多いのに授乳室はもちろん交換台も
ないし、図書館には車イストイレはあるのに交換台は
ない。もしかして和紙の里会館とかパピルス館にもな
いのではと考えると、子連れで行こうとは思わなくなり
ました。
・かこさとし記念館色々やっていますが、内輪で盛り
上がっている感があり、実際のニーズとは少し離れて
いるような気がします。本はたくさんあっても借りれな
いのでは最初から図書館に行こうと思います。せっか
く子供が集まれるスペースがあるのだから、どうせな
らエンゼルランドのように毎日子供を連れて行こうと
思える施設にしてほしいです。

・平成25年3月に策定した『～コウノトリが運ぶ～　越前市子ども・子育て支援
計画』において「赤ちゃんの駅設置事業」を掲げ、公共施設に赤ちゃんのおむ
つ替えや安心して授乳ができる『赤ちゃんの駅』を計画的に整備しています。
なお、現在は、いまだて芸術館では、スペース面での制約からイベント内容に
応じておむつ交換台を仮設で設けるようにしていますし、今立図書館では空き
部屋をご利用いただくことで対応しているところです。
また、越前和紙の里、パピルス館はすでに整備しておりますので、安心してお
出掛けください。
・子どもにとって、かこさとしふるさと絵本館「砳」は、かこさとし氏の約６００冊の
絵本を含めて約２，２００冊の優れた絵本が常に用意され、声を出して読み聞
かせをしたり、親子で本を楽しんだり、絵本の中の登場人物になってみたり、昔
の遊びを体験したりして、本の持つ魅力や楽しさを知っていただき、子どもたち
の創造力や探究心を育むことを目指した施設です。今年の４月からは、紙芝居
や自然体験プログラムなど、子どもの行事をさらに充実していく予定です。
一方、越前市立図書館では、絵本など１０万冊を超える豊富な児童書の中か
ら読みたい本を自由に借りていただくことができます。ただ、図書館内は静か
な場所なので、絵本館のように声を出して読んだり、小さなお子さんが自由に
遊んだりできる場所ではありません。絵本館や図書館をぜひご利用いただき、
親子で読書の楽しさを分かち合っていただきますようお願いいたします。

3 パブコメ 不明

小学生、中学生、高校生までは、友だち関係に悩む
など、心が不安定だと思います。
子どもたちが反抗しても、むやみに怒らず、子どもの
本心を良く聞いて、優しい指導の中で智恵を授けてい
くことが大人の役目だと思います。少しでも良い方向
にいくように、皆で守ってあげましょう。
いじめは、絶対になくしましょう。命に関わる重大なこ
とです。お忙しい中申し訳ありませんが、教育者の立
場で慈悲をもって子どもたちを見てあげてください。痛
ましい事件がないよう心からお祈り申し上げます。

越前市の学校では、児童生徒に自己肯定感・自己有用感を持たせること、共
感的な人間関係を育むこと、自己決定の場を与えることを重視し、一人一人の
児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、集団や社会の中で自己
実現できるような資質や態度を形成していくための生徒指導に取り組んでいま
す。教師は、ほめることによって子どもの内にある自尊心を育むとともに、子ど
もたちの存在そのものを受け入れ、叱る時もその子が大切だから叱っているの
だということが子どもに感じ取られるような叱り方となるように努めています。
また、「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を学校教育全体を通じ
て児童生徒一人一人に徹底させ、いじめを行っている児童生徒に対しては毅
然とした態度で指導を行うとともに、いじめられている児童生徒については学
校が徹底して守り通すという姿勢を日頃から示すことが重要だと考えていま
す。

計画書名：越前市子ども・子育て支援事業計画
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計画外

計画外



所管部署：福祉保健部　子ども福祉課　　　　　　　　　　　　　　　　

意見提出元

パブコメ／議会 年齢 性別

計画書名：越前市子ども・子育て支援事業計画

番
号

パブコメ
意見内容 回答要旨／対応章/項/条 表題 頁

4 パブコメ 不明

世界一幸せな国といわれるブータンでは、子どもが物
心ついた時から、悪い行いをしたときには強く戒める
とともに、良い行いをしたときには倍ほど褒め、将来も
良いことを行うように子を育てていくそうです。
全国では、小学６年生で、尊い命をなくすなど余りに
悲惨なことが報じられています。こうしたことを防ぐた
めには、親と先生方が協力して、良い行いをうーんと
褒めて自信を持たせ、悪い行いをしっかり叱って良い
方向へもっていく子育て、教育を行うことが肝要です。
悪質ないじめも、相手のことを思いやる行動がとれな
いことが原因ですので、ビデオ等で良い行いと悪い行
いを教えることも一つの方法ではないでしょうか。
昔とは比べものにならないほど、教育は充実していま
すのに、いじめ問題で多くの子どもたちが悩んでいる
とのことです。いじめは命をも奪う大悪心の心です。
子どもたちが今まで以上に安心・安全に過ごせる町と
なりますよう願っています。

越前市の学校では、「いじめ防止基本方針」に基づき、心の教育の推進やいじ
めの未然防止・早期発見・適切な早期対応などを進めています。道徳や学級
活動、教科全般の学校教育全体を通じて指導を行い、児童生徒が所属する
様々な集団において、いじめを行わず、また、いじめを知りながら放置すること
がないよう、いじめが許されない行為であることについて十分理解し、行動でき
るようにする等、いじめ防止等に資する多様な活動を取り入れていくよう努め
ています。
いじめを未然に防ぐため、お互いを認め合える学級づくり、自己有用感を感じ
る授業づくり、人権や規範意識を高める指導など、日頃から、学校の教育活動
において、社会性や規範意識、思いやりなど、子どもの豊かな人間性を育むよ
うにしています。また、学校を主体としつつ、子どもを守り、育てていくため、学
校と家庭・地域が連携・協働できる体制づくり等をさらに推進していくことが大
切であると考えています。

5 パブコメ 33歳 女

越前市内にも春江にあるエンゼルランドのような、子
供達が体を思いっきり使って遊べる屋内施設を設置
してほしい。昨今、ゲームやメディアの普及で子供達
が体を使って遊ぶことが減ってきています。また越前
市(福井県)は、雨も多く外で遊べる日も少ないことか
ら、誰もが体を使えて楽しく遊べる施設をこの越前市
に作っていただきたいです。
具体案として、ボーネルンド社のキドキドの招致を希
望します。商業施設内または社会福祉施設内に設置
していただけると子供も喜びますし、他市や近県から
の人の流動も期待できるかと思われます。

のびのびと楽しく遊ぶことは、子どもの精神的、身体的な成長にとても大切なこ
とです。
本市では全ての地区において、児童センターなど子どもが屋内で体を使て遊
べる施設の計画的な整備を進めており、本年度で終了します。いただいたご意
見も参考にしながら、健康で心の豊かな子に育つことを目指し、子どもが安心
して遊べる場の確保と維持ができるよう努めてまいります。

6 パブコメ 64歳 女

市立中央図書館横にある中央公園の遊具が菊人形
期間中使えなくて残念でした。もちろん、入場料1,000
円払えば中に入り遊具は自由に使えますが、ただ砂
場で遊ぶだけ、ジャングルジムに登りたいという目的
でも菊人形の会場内のため入場料を払わなければな
らず、毎回毎回お金を払ってまではということになり、
足が遠のきました。
気候も良く、幼児を遊ばせるにはちょうどよい遊具が
たくさんあるのに約１か月半程、ほかの施設や公園な
どへ行くしかなく、なんとかならないものかと、意見を
のべさせていただきました。

中央公園の砂場やジャングルジム等の遊具につきましては「たけふ菊人形」の
準備、後片付けを含め、一定期間ご使用できないことを心よりお詫び申し上げ
ます。
しかしながら、菊人形には市内外より多くの方が訪れる越前市最大の観光イベ
ントであり、また開催できる会場につきましては他になく、大変ご迷惑をおかけ
いたしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、平成26年3月策定の武生中央公園再整備基本計画に基づき、機能移転
となる野球場跡地に遊具を備えた市民の広場等を新たに整備する計画です。

計画外

計画外

計画外



３歳以上児　保育所・幼稚園の入所状況

H２２ H２３ H２４ H２５ H２６
H２７

(現申込数)

633 614 597 565 515 425

28.02% 26.84% 26.81% 25.89% 24.20% 20.62%

1,626 1,674 1,630 1,617 1,613 1,636

71.98% 73.16% 73.19% 74.11% 75.80% 79.38%

計 2,259 2,288 2,227 2,182 2,128 2,061

事業計画　素案

H２７ H２８ H２９ H３０ H３１

440 435 420 415 405

21.20% 21.27% 21.00% 21.12% 21.49%

120 120 115 115 105

7.92% 8.05% 7.85% 8.01% 7.64%

1,515 1,490 1,465 1,435 1,375

73.01% 72.86% 73.25% 73.03% 72.94%

計 2,075 2,045 2,000 1,965 1,885

事業計画　見直し案

H２７ H２８ H２９ H３０ H３１

330 330 320 315 305

15.90% 16.14% 16.28% 16.36% 16.44%

110 100 100 95 90

6.73% 6.19% 6.47% 6.27% 6.16%

1,635 1,615 1,545 1,515 1,460

78.80% 78.97% 78.63% 78.70% 78.71%

計 2,075 2,045 1,965 1,925 1,855

資料２
○３～５歳の子どもの量の見込みの修正について

保育所

幼稚園

２号認定

１号認定

教育を希望

保育を希望

ニーズ調査での母親の就労状況(就学前）

ﾌﾙﾀｲﾑ（休業中を含む） 46.3％、ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ等（休業中を含む） 26.9％、働いていない　26.1%

ニーズ調査での働いている父母の一日あたりの就労時間(就学前）

4時間未満　3.2%、4時間　5.6%、

１号認定

２号認定

教育を希望

保育を希望



資料３ 

 

 

第 3 章  

３ 地域子ども・子育て支援事業 

(9)放課後児童クラブ について 

 

４ 教育・保育の一体的提供及び推進に 

関する体制の確保の内容 について 

 

 

 

平成２７年 ２月 ５日(木) 
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(９) 放課後児童クラブ（区域：１７地区） 
 

■ 事業内容 

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ります。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

保育所や児童館・児童センターなど市内２６箇所で児童クラブを開設しています。                                           

 平成２５年度までは原則として小学校３年生以下の児童を受け入れの対象としていましたが、

平成２６年度から毎年度１学年ずつ対象を拡大することとしています。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

全ての子どもたちが安全に放課後の時間を過ごせる場所の提供に努めとして、ます。放課後子

ども教室等とも連携し、子どもの発達段階に応じた多様な居場所作りを目指します。を図りなが

ら実施します。 

 また、指導員の資質向上のために研修会を開催するとともに、各関係機関と連携を強化して、

全ての子どもへの適切な支援に努めます。 

 

○目標事業量   ※①の()は高学年の内数 単位：人 

東 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 

①量の見込み 31（2） 30（3） 27（3） 27（3） 24（3） 

②確保の内容 35 35 35 35 35 

②－① 4 5 8 8 11 

 

西 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 

①量の見込み 45（2） 46（4） 42（3） 39（3） 37（3） 

②確保の内容 50 50 50 50 50 

②－① 5 4 8 11 13 



４ 教育・保育の一体的提供  
及び推進に関する体制の確保の内容  

 
 教育・保育の一体的な提供の推進においては、子どもの育ちの観点を

大切に考え、子どもが健やかに育成されるよう教育・保育機能の充実と

施設整備を一体的にとらえた環境の整備が重要です。  

 幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うきわめて

重要なものであり、全ての子どもの最善の利益を第一に考えながら、子

どもたちに質の高い教育・保育の提供を行うとともに、保護者や地域の

子育て力の向上にむけた支援をするため行い、教育・保育の一体的な運

営の推進を図ります。  

 

 

基本方針１ 就学前教育・保育の一体的な提供の推進  
一人ひとりの子どもが、その子に応じたその子の発達に応じた切れ目

のない支援を受けられるよう、教育・保育の質の向上を図り、すべての

地区で、小学校と就学前教育保育就学前教育・保育施設相互の連携並び

に小学校との連携を深めます。  

 

【取り組み内容】  

●教育・保育の質の向上を図るため、県幼児教育支援センターや地元

大学等との連携を深めていきます。  

 ●子どもたちが公平な教育・保育を享受できるよう、専門機関と連携

して施設職員の研修体系を整えます。  

●障がいや発達に気がかりさがあるときには、市児童発達支援センタ

ーと連携し、その子どもに応じた支援に取り組んでいきます。  

●市内全ての就学前教育・保育施設において共有する「小学校との円

滑な接続のための指針」を常に確認し、それぞれの子どもの健やか

な育ちに取組んでいきます。  



● 「福井県保幼小接続カリキュラム」に基づき、認定こども園・保育

所・幼稚園と小学校が、公私校種の枠を越え、全ての子どもの育ち

を核とし、自立の実現に向けて、滑らかにつながる取り組みを行っ

ていきます。  

● 就学前教育・保育施設職員の合同研修会を開催し、質の向上を図る

とともに、職員相互の理解と連携を深めます。  

 

基本方針２ 就学前教育・保育と地域の子育て支援を  
一体的に行う施設「認定こども園」の普及  

 地域にある現在の幼稚園保育園を基準とし、今後の教育・保育需要を

見込み、一定集団を確保した施設に見直しを行います。 3 歳以上の教育

活動の充実のための集団規模の目安は、概ね同一年齢 10 人とします。  

 

【取り組み内容】  

● 全エリアで幼保一体化による認定こども園の整備を進め、地域の子

育て支援を充実します。計画期間内の取り組みは次のとおりとしま

す。  

認定こども園の普及数  

 H27 年度  H28 年度  H29 年度  H30 年度  H31 年度  

エリア 1 1 箇所  5 箇所  5 箇所  5 箇所  6 箇所  

エリア 2 0 箇所  1 箇所  2 箇所  2 箇所  3 箇所  

エリア 3 2 箇所  3 箇所  5 箇所  5 箇所  5 箇所  

エリア 4 4 箇所  4 箇所  4 箇所  4 箇所  4 箇所  

 全 域  7 箇所  13 箇所  16 箇所  16 箇所  18 箇所  

ｴﾘｱ 1：東・西・吉野・大虫・白山   ｴﾘｱ 2：南・神山・坂口・王子保  

ｴﾘｱ 3：国高・北日野・味真野・北新庄 ｴﾘｱ 4：粟田部・岡本・南中山・服間  

  

● 民間における認定こども園の実施にあたっては、相談体制を強化し、

積極的な支援を行います。  



基本方針３ 親や地域子育て力の向上  
 保護者や地域の子育て力が高まるよう、身近な地域で様々な子育てに

関する相談ができる場所を設けるなど、切れ目のない子育て支援を強化

し、地域に開かれた子育て支援の機能の充実を図ります。  

 

【取り組み内容】  

●地域における子育て支援を行う機能を備える認定こども園の普及を

図り、身近な場所での子育て支援に取り組みます。  

●地域全体で全ての子どもの自立の実現を目指せるよう、出前講座な

どを通して『越前市子ども条例』の周知及び理解を図ります。  

●夢をはぐくむはじめのいっぽ事業 (ブックスタート )の充実を図り、

全ての家庭に子育ての楽しさを知ってもらえるよう、関係機関との

連携を深めていきます。  

●地域子育て支援拠点事業の充実を図るために、訪問支援型のセンタ

ーを開設し、様々な子ども子育て支援に対応していきます。  

●市児童発達支援センターは、障がい児支援に対する専門的知識、経

験に基づき一般的な子育て支援をバックアップする後方支援として、

切れ目のない支援や地域支援づくりに取り組みます。  

 

 


