
平成２７年度 第３回 越前市子ども・子育て会議 

 
平成２８年３月１０日（木）午後７時  

                   越前市福祉健康センター 多目的ホール 
 
１ 開会 

 

２ 市民憲章唱和 

 

３ あいさつ 

 

４ 議事 

（１）報告事項 

子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について        資料１ 

 

（２）その他 

 

５ 閉会 



①　地域子育て支援拠点事業　

事業内容

計画 28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、支援センターに来ら
れない家庭へアプローチをするため、家庭訪問を実施する

28年度への反映計画

今後も、子どもの発達・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にしていく。
さらにセンターに来られない家庭に家庭訪問を実施してい
く。

28年度への反映計画
子育て支援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 28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。

28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
や支援の連携をしやすくするため、健診票の改訂を行い活用
していく。

28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 分析の方法

■施設４箇所

計画数
43000人

実施施設　４箇所
※参考（ピノキオ・フォルマシオーン・いまだて、一陽）
年間利用見込み数：ピノキオ２０，０００人、フォルマシオーン７，０００
人、いまだて５，６００人、一陽１９，０００人

利用者数

効果の内容 分析の方法

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「子育て肯定感」が得られるようになる。
また、職員や先輩ママとの交流もあり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になる母親を指導で
きた。

担当部課

連携・協力・協働の内容 無の場合：その理由

地域子育て支援拠点４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 分析の方法

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応じた医学的検査を実施

■計画数
延６６１２回

(570人×
11.5回)

妊娠全期を通して計14回の助成を、県内産科医療機関、助産所にて実施。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。
H27年受診見込み数　延7436回　(参考：H26年受診数　延８，２５１回)
（県外受診者ふくまず）

担当部課

効果の内容 分析の方法

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。 担当部課

連携・協力・協働の内容 無の場合：その理由

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。

乳幼児及びその保護者が相互交流を行う場を開設し、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
常設のひろばを開設し、子育て家庭の親と子どもの交流を図る場を提供する事業。地域の子育て支援の情報収集と提供を行い、子育てに関
する専門的支援を行う拠点週５日以上、１日５時間以上開設。

資料１
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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すべての家庭を訪問し、乳児及び保護者の心身の状況や養育環境の把握を行う事業

計画 28年度への反映計画
訪問できなかった家庭においては、子ども・子育て総合相談
室と連携をとり養育状況の把握に努める。
また、妊娠期からの支援を出産後切れ目なく継続できるよう
関係機関との連携に努めていく。

28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。

28年度への反映計画

妊娠期から医療施設等と連携し、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　養育支援訪問事業　　

事業内容

計画 28年度への反映計画

関係機関と連携をとり、それぞれの役割分担の元、子どもと
家庭の支援を行っていく。

28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
ながら訪問等による支援を行い、必要な支援に結び付け、生
活の安定を目指していく。

28年度への反映計画

関係機関と連携を強化する。

実施状況・分析 分析の方法

■計画数
　　482人／
乳児数５88人

（82％）

訪問対象児6５8人中630人（見込み）訪問。
ハイリスク・特定妊婦には妊娠期から継続した支援を実施。訪問できなかった家庭
は、電話で状況確認及び乳児健診、５か月児セミナーで確認。
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。

担当部課

効果の内容 分析の方法

専門職による訪問の実施によって、子育てに関する不安や悩みに答えたり、
支援が必要な家庭に対して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基に、産後う
つや育児不安への対応も継続し、隠れた支援ニーズの掘り起こしにつながっ
ている。

担当部課

連携・協力・協働の内容 無の場合：その理由

妊娠中から把握した、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、必要な支援
に繋げる。

実施状況・分析 分析の方法

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ったりする
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)

　４００人

訪問延べ件数　2４０件(健増50見込)
子ども・子育て総合相談室、健康増進課、保育園、幼稚園、小中学校等と連
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
にアンケートを実施し必要に応じて支援している。

担当部課

効果の内容 分析の方法

担当部課

連携・協力・協働の内容 無の場合：その理由

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、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、訪問による養育支援が必要であると認めた家庭に対し、保健
師等による訪問により養育支援する事業
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④　子どもを守る地域のネットワーク機能強化事業　

事業内容

計画 28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。

２８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。

２８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 28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。

28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。

28年度への反映計画
福井県済生会乳児院、児童養護施設、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を図りなが
ら、子どもの最善の環境に努める。

ケース会議
の開催：
５0回

連携・協力・協働の内容

実施状況・分析 分析の方法

■要保護児童
対策地域協議
会（子ども・
子育て総合相
談室）
　　２７０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。
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。
①ケース進行管理会議：12回　　スーパーバイス会議：40回
②研修会参加回数：35回

①ケース進行
管理会議

スーパーバイ
ス会議

②研修会参加
回数

効果の内容 分析の方法

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。
※対応実件数　3２0件

■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　10人

実施施設　２箇所（済生会乳児院・児童養護施設一陽）
※参考利用者数　　ショートステイ　延べ人数66人（実人数１3人）、
　　　　　　　　　トワイライトスティ　延べ人数13人（実人数1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。

担当部課

効果の内容 分析の方法
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 無の場合：その理由

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。

担当部課

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：　児童を養育する保護者が疾病等の社会的な事由等により、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

無の場合：その理由

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 分析の方法
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⑦-1　一時預かり事業　

事業内容

計画 28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。

２８年度への反映計画

今後も継続して実施する。

２８年度への反映計画

今後も継続して実施する。

⑦-2　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 28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。

２８年度への反映計画
今後も継続して実施する。

２８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 分析の方法

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。

家庭において一時的に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１
３箇所
民間認定こど
も園2箇所

計画数
8,500人

公私立全園（2３園）で実施し、週3日程度を限度として対応。
年間利用見込数　一般型：2510人、幼稚園型：480人 利用件数に

ついて相対
的評価

効果の内容 分析の方法

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。

利用件数に
ついて相対

的評価

連携・協力・協働の内容 無の場合：その理由

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、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。

実施状況・分析

分析の方法

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。

利用件数に
ついて相対

的評価

連携・協力・協働の内容 無の場合：その理由

分析の方法

■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。
年間利用見込数：１，３６０人、年間利用見込時間５，２２８時間

利用件数に
ついて相対

的評価

効果の内容

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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⑧-1　延長保育　

事業内容

計画 2８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

2８年度への反映計画

今後も継続して実施する

２８年度への反映計画

今後も継続して実施する

⑧-2　休日保育　

事業内容

計画 2８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

2８年度への反映計画
今後も継続して実施する

２８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１
３箇所
民間認定こど
も園2箇所
計画数
１３２０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、保育所等において延長保育を実
施

実施状況・分析 分析の方法
公私立全園（２３園）で実施。
年間利用見込数；保育標準時間　3442人、保育短時間　563人

効果の内容 分析の方法

利用件数に
ついて相対
的評価

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。

利用件数に
ついて相対

的評価

連携・協力・協働の内容 無の場合：その理由

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、

利用件数に
ついて相対

的評価

連携・協力・協働の内容 無の場合：その理由

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。
利用見込数１００名

利用件数に
ついて相対
的評価

効果の内容 分析の方法

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、保育所等において休日保育を実
施

実施状況・分析 分析の方法

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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⑨　病児・病後児保育事業　

事業内容

計画 2８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。

2８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。

2８年度への反映計画

実施施設と担当課が連携を取りながら対応

⑩　放課後児童クラブ　

事業内容

計画 28年度への反映計画

市子ども・子育て支援計画に基づき、対象学年を小学６年生
までに拡充する。
新設１か所。
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。

28年度への反映計画
今後も継続して実施していく。

28年度への反映計画

地域における子どもの預かり事業を試行し、クラブ運営環境
の向上と地域コミュニティの再生につなげていく。

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ります。

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 分析の方法

■対象者

　641人

実施施設数　26か所
　　　　　　うち新設　　白山小学校体育館、北新庄児童館、岡本児童館
利用児童数　701人
対象学年を小学５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

効果の内容 分析の方法

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。

担当部課又は
事務局からの

聞き取り

連携・協力・協働の内容 無の場合：その理由

・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。

担当部課

実施状況・分析 分析の方法

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。
利用人数は350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）

効果の内容 分析の方法
■計画数

　　７５０人

病児について、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います。

担当部課

連携・協力・協働の内容 無の場合：その理由
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越前市学童保育登録者数

H27 H26 H25 H24 H23 H18
1 武生東児童センター 29 36 35 30 20 16
2 28 39 27 36 29 36
3 25 - - - - -
4 武生南児童センター 40 52 42 37 31 18
5 神山児童館 40 31 22 26 25 27
6 31 23 24 25 27 21
7 19 21 21 22 35 -
8 国高児童センター 37 30 22 18 28 36
9 大虫児童館 32 30 26 35 35 -

10 王子保児童センター 45 43 42 45 36 50
11 北日野児童センター 28 35 27 37 34 19
12 北新庄児童館 22 30 39 28 23 28
13 味真野児童センター 10 4 4 2 2 19
14 岡本児童館 14 10 10 15 40 -
15 南中山児童館 19 11 3 1 12 14
16 服間児童館 5 5 3 3 7 9
17 二葉保育園 20 29 33 29 30 22
18 わかたけ保育園 37 33 36 35 28 38
19 そよかぜ保育園 38 37 33 20 25 15
20 南保育園 22 35 28 32 26 23
21 西保育園 23 20 25 16 12 26
22 国高保育園 39 48 45 50 50 37
23 高瀬保育園 36 43 45 45 36 45
24 味真野保育園 16 22 24 27 23 22
25 認定こども園あわたべ 19 23 10 - - -
26 坂口エコビレッジ 9 6 6 9 8 -
27 野尻医院 7 7 5 13 13 -
28 白山小学校 11 5 2 3 6 -

701 708 639 639 641 521

放課後等デイサービス事業登録者数
1 エンジェルキッズ
2 ふう
3 いっしょ家
4 たけふサンホーム
5 越前町すてっぷ
6 杉の子
7 虹の家
8 てまり
9 なないろ（療育）

10 ぽると（療育）
11 平谷クリニック(療育） ※小学生５３名、中学生２５名、高校生１４名

武生西児童センター

吉野児童館

資料２

1



平成26年度 児童センター･館　　年間利用状況

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 小計

1 武生東児童センター 527 1,030 387 144 95 81 2,264 291

2 武生西児童センター 325 294 252 190 254 235 1,550 292

3 武生南児童センター 365 961 721 635 643 770 4,095 293

4 神山児童館 309 315 216 157 127 164 1,288 293

5 吉野児童館 117 12 40 8 2 6 185 291

6 国高児童センター 327 167 229 313 168 91 1,295 292

7 大虫児童館 153 82 377 84 74 97 867 292

8 王子保児童センター 202 246 209 134 197 319 1,307 293

9 北日野児童センター 239 210 171 79 29 2 730 293

10 味真野児童センター 521 568 261 304 46 195 1,895 291

11 花筺児童館 53 93 28 68 85 93 420 291

12 今立南部児童館 148 196 262 289 422 162 1,479 291

13 南中山児童館 355 241 77 46 149 39 907 291

14 服間児童館 294 150 83 174 104 46 851 292

計 3,935 4,565 3,313 2,625 2,395 2,300 19,133 ―

開館
日数
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武生ミニバスケットボール 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２７年度 

○入団を希望される方は、活動場所で直接お申込下さい。 
○ご質問等がございましたら、越前市教育委員会事務局スポーツ課内  

越前市スポーツ少年団本部 ℡ 22-7463 へお願いします。 

H27 登録人数 １５５０人 

武生東キッズ（野球） 
小１～６    

火・水・金 17:30～19:30 

東小校庭 

武生東バドミントン  

小１～６ 

水・木 18:30～20:00 

 

東小体育館 

武生東サッカー  

小１～６  

月･木 18:30～20:30 

土･日 8:30～12:00 

東小校庭 

 

東地区 

今立剣道  

小１～中３ 

火・水・金 

19:00～20:30 

南越中武道場(火・水) 

南越中体育館(金) 

今立サッカー  

小１～６ 

木・土 17:00～20:00 

月尾山村広場  

今立男子 

ミニバスケットボール 
小１～６ 

水・金・土 19:00～21:00 

岡本小体育館 

今立女子 

ミニバスケットボール 

小１～６ 

水・金・土 19:00～21:00 

岡本小体育館(水・土) 

花筐小体育館(金) 

今立中央 

武生中央 

越前市柔道 
年中～小６ 

水・木 19:00～21:00 

土   18:30～21:00 

市武道館 

武生ジュニアテニス 
小１～中３武生中央公園庭球場 

火・土 18:30～21:00 

市テニス協会ＨＰ 
http://www.echizen-ta.com/ 

１２～３月(冬季) 

18：00～19：30 

土 一中/万葉中体育館 

日 市体育館 

月 市体育館/一中体育館 

※３月は月曜 18：30～19：40 

武生ＦＣ（サッカー） 
小１～６ 

月・水・土 18：30～20:30 

月   神山小校庭 

水土 越前市人工芝サッカー場 

越前市レスリング 

幼(年中)～中３ 

水・土 19:00～21:00 

 市武道館柔道場 

武生ソフトテニス 

小１～６ 武生中央公園庭球場 

水 18:00～20:00 

土 16:00～18:00 
市ソフトテニス連盟ホームページで申込

http://www.geocities.jp/ 

echizenshi_sta05/ 

なかよしクラブ（野外活動） 
小１～大人 

毎月第１・３日 8:00～16:00  

登山・海遊びなど 

（冬はスキー）  

武生ジュニアフェンシング 
小１～中３ 

火･土 20:00～21:30 

市体育館 

武生オールスターズ男子 
小１～小６    

火・金 18:00～19:30 

土   13:00～17:00 
市体育館    (火・金) 

市内体育館 (土) 

武生ＦＣガールズ 

（サッカー） 

小１～中３ 

火・金 18:30～20:30 

丹南総合公園全天候型球技場 

武生ＦＣJr ユース 

（サッカー） 

中１～３    
月・水・土 18:30～21:00 

越前市人工芝サッカー場 

今立合気道  

小１～中３ 

土 18:30～20:00 

今立ふれあいプラザ 

今立バドミントン 
小１～中３  

月・木・金 18:00～20:00 

土       17:00～20:00 

花筐小体育館（月、木、土） 

南中山小体育館（金） 

 
 

越前リーダーズ 

(リーダー活動) 
小５～１９歳未満 

随時活動  

野外活動、国際交流など 

武生オールスターズ女子 
小１～小６    

月・火・土   18:00～20:00 

金   18:00～19:30  
（月・金）南小 

(火・土)丹南総合公園体育館 

E-STAR ガールズ 
小１～小６    

火   17:30～20:00 

金・土 17:30～20:00 
(火)王子保小体育館 

(金)東小体育館 

(土)市体育館：夏・市内各所：冬 

越前市スキージュニアクラブ 
小１～小６ 

不定期 

県内スキー場、その他 
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 国高剣道  

年少～小６ 

水・日 19：00～21：00 

国高小体育館 

武生西剣道 
小１～中３  

木    16：30～18：00 

土・日  7：30～ 9：00 

西小体育館 

武生西ファイヤーズ 

（野球）  
小１～６ 

月・水・金  

17:00～19:00 

土・日(試合時変更有) 

9:00～16:00 

西小校庭 

雨天…体育館 

武生南ブルーウェーブ （野球） 
小２～６  

（夏季）           （冬季） 

火水金 17:00～19:00  火 18:00～20:00  

土日  9:00～12:00  水金 18:00～20:00 

南小校庭       土日 9:00～12:00                   

南小体育館（日）    みながし館（火土） 

                   南児童館（水金） 

              南小体育館（日） 

武生南女子バレーボール 
小１～６ 
火･土 17:00～20:00 

木   17:00～19:00 

金  18:00～21:00 

南小体育館（火・木・土） 
南児童館・行松会館（金） 

国高男子バレーボール 
小１～小６ 
月・木 18:30～21:00 

土    12:30～16:30 

国高小体育館 

神山イーグルス （野球）  
小１～６ 
火・木 17:30～20:00 

土・日  9:00～12:00 

神山小校庭 

雨天：体育館 

神山剣道  
小１～６ 

月・金 

19:00～20:30 

神山小体育館 

神山バドミントン  
小１～小６ 

（年長も可） 

水 18:00～20:00 

土 16:00～18:00 

南地区 

神山地区 

西地区 

武生南剣道 
小１～６ 
月･水 17:30～19:00 

金   17:30～18:30 

南小体育館 

武南ＦＣファントム（サッカー） 
小１～６ 
火 18:00～20:00 南児童センター 

土 14:00～16:00 南小校庭・体育館 

武生南バドミントン 
小１～６ 
木 19:00～21:00 

日 18:00～20:00 

第 1・3 週土曜 9:00～12:00 

南小体育館 

武生西卓球  

小１～中３ 

火 17:30～19:00 

土 17:00～19:00 

西小体育館 

武生西バドミントン  

小１～６ 

水 18:00～19:00 

土 16:30～19:00 

日 16:30～19:00 

西小体育館 

西っ子 (軽スポー

ツ)  
小１～３ 

第２・４土 9:30～11:30 

ドッジボールなど、親

子でできる軽スポーツ

を中心としたスポーツ

活動 

西小体育館 

国高ビクトリーボーイズ 

（野球）小１～６ 
水   16:00～18:30 

土･日 8:00～16:00 

村国公園グラウンド 
国高サッカー  
小１～６ 

火   18:30～20:00 

土･日 9:00～12:00 

国高小校庭（土日） 

武生三中（火） 

 

国高バドミントン  
小１～小６ 

火   19:00～21:00 

土･日 17:00～19:00 

国高小体育館 

吉野バレーボール 
小１～６ 

月・水・金 17:30～19:30  

土   13:00～17:00 

月金土 吉野小体育館 

国高女子 

バレーボール  
小１～６ 
月     17:30～20:00 

木     18:00～21:00 

土     13:00～16:30 

国高小体育館 

国高卓球  
小３～６ 

日 17:00～19:00 

式部ふれあい館 

武生南男子バレーボール   
小１～６ 
火・土 17:00～19:30   

木   17:00～19:00 

日    9:00～12:00 

南小体育館 

武生南卓球 
小１～６ 
水 17:00～18:30 

土 13:00～17:00 

南小体育館 

国高空手  
小１～小６ 

火・金・土 

18:40～21:10 

国高公民館（火） 

国高児童センター（金） 

瓜生水と緑体育館（土） 

国高男子ミニバスケットボール 
小１～６ 

火     17:00～19:00 

水金土 17:30～19:30 

国高小学校（火・水・金） 

国高公民館（土） 

吉野剣道 
小１～６  

木 18:00～19:30 

土 18:00～20:00 

吉野小体育館 

吉野バドミントン 
小１～６（年長も可） 

火･水 18:00～19:30 

土   9:00～11:30 

吉野小体育館 

吉野地区 
吉野レッドパワーズ 

（野球） 小１～６     
火～木   16:00～18:30 

土      9:00～12:00 

日      9:00～16:00 

吉野小校庭 

吉野サッカー  
小１～６  

土 14:00～16:00 

家久スポーツ公園広場 

または柳原公園 

国高地区
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矢良巣（複合） 
小１～６ 

土 18:00～19:30 

坂口小体育館 

または校庭 

ドッジビー・キックベ

ース・かるたなど他

種目を体験 

北日野卓球 
小２～６ 

火・金 18:30～20:30 

北日野ミニ体育館 

北日野マウンテンズ 
（野球） 

小１～６     
火・木 16:00～18:30 

土   13:00～17:00 

日   8:00～12:00 

北日野小校庭  

北日野体育館（雨天） 

大虫地区 

坂口地区 

万葉ドリーム（バドミントン） 
（味真野・北日野） 

小１～６ 

月 18:30～21:00 

水 19:15～21:00 

金 18:00～20:00 

土  18:30～21:30 

北日野小体育館（月） 

万葉中体育館（水・土） 

味真野小体育館(金) 

大虫男子バレーボール 
 小１～６ 

月    18:00～20:00 

火・木 18:00～20:00 

土     9:00～11:30 

丹南公園総合体育館（月） 

大虫小体育館（火・木） 

大虫地区体育館（土） 

大虫バドミントン  
小１～６ 

月・水・金 

18:00～20:00 

 

大虫地区体育館 

王子保地区（王子保スポーツ少年団）

北日野サッカー 
小１～６  

火・木 18:30～20:30 

土    13:00～16:00 

第２・４土 北日野小校庭 

その他  北新庄小校庭 

北日野地区 北新庄地区 

北新庄ヒーローズ

（野球） 
小１～小６ 

月・水・金   

17:30～19:30 

土・日      

 8:30～12:00 

北新庄小校庭 

北新庄サッカー 
小１～６ 

火・木 18:30～20:30 

土    13:00～16:00 

 

火・木・第 1，3，5 土  

北新庄小校庭 

第 2，4 土        

北日野小校庭 

大虫バレーボール(女子)  
小１～６ 

火･木 18:00～20:00 

土    17:00～20:00 

日    8:00～12:00 

大虫地区体育館 

大虫ビックインセクト  

（ソフトボール） 
小１～６ 

月・水・金  18:00～20:00 

土・日     9:00～16:00 

大虫小校庭（雨：体育館） 

大虫剣道  
小１～小６ 

日 8:00～10:00 

 

大虫小体育館 

大虫サッカー 
小１～６ 

火･木 18:00～20:00 

土   17:00～19:00 

大虫小校庭（雨天：大虫小体育館） 

剣道部 
小１～中３ 

水 19:00～20:30 

金 19:00～21:00 

日 8:00～10:00 

（水）王子保児童館 

（金・日）六中体育館 

バドミントン部  
小１～中３ 

木  19:00～20:30 

土  18:00～20:00 

日   9:00～12:00（奇数月） 

または 13:00～16:00（偶数月） 

王子保小体育館 
野球部（スターボーイズ） 
小１～６（男女） 

火・水・木 17:00～19:00 

土       13:00～17:00 

日      8:00～12:00 

王子保小校庭 

女子バレーボール部  
小１～６ 
月・水・金 17:00～20:00 

王子保小体育館 

サッカー部  
小１～６ 

 

土・日 9:00～12:00 

王子保小学校（土） 

武生六中学校（日） 

わんぱくクラブ  小１～４ 
土日 2～3 時間  

月に 3～4 回程度 

王子保地区体育施設 

夏休み７月最終土日 夏合宿 

（川遊び訓練） めだかの学校 

野外活動・餅つき・サッカー・

バレー・卓球・バドミントン・ 

野球・剣道・ニュースポーツ 

など多種目を体験 

卓球部 小１～小６ 
火 19:00～20:30 

日  9:00～11:30（偶数月） 

13:00～15:30（奇数月） 

王子保小体育館 

北日野バレーボール   
小１～６ 
火木 16:30～20:00  
北日野小体育館 

土  9:00～12:00 
瓜生水と緑公園体育館 

北日野 

男子バレーボール   
小１～６ 
月 15:30～18:30  

水 16:30～19:30  
北日野小体育館 

金 16:30～18:30 
北日野ミニ体育館 
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「スポ少に入りたい！」 
と思ったら・・・。 

○家族で次のことを話し合いましょう 

１． 練習や試合のスケジュールを確認しよう。 

２． 生活時間を親子で話し合おう。 

３． 準備するものや育成費など必要な費用につ

いて確認しよう。 

４． 練習や試合時の送迎方法を確認しよう。 

５． 保護者の活動への協力内容を確認しよう。 
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味真野ブルーエンゼルス（野球） 
小１～６ 
月・木 16:30～19:00 味真野小体育館 

土・日 8:00～15:00 味真野小校庭 雨天 

万葉ＪＴＣ（卓球）  
小１～小６ 

月・水 19:15～21:15 万葉中（自由参加） 

火・土 18:00～20:00 味真野小体育館 

花筐レッドサンダース（野球） 
小１～６ 

火～金 17:00～19:30 

花筐小校庭 

岡本ハッピーズ（野球） 
小１～６ 

火･水･金 16:30～19:30 

土       8:30～12:30 

日      練習試合 

岡本小校庭(日曜以外) 

岡本バレーボール 
小１～６ 

火･木･金 17:00～19:30 

土       8:30～12:00 

岡本小体育館 

今立ダブルスターズ（野球） 
小１～６ 
月・水・金   17:30～19:30  

土・日・祝    練習試合等 

南中山小校庭 

白山オールウェーズ（ソフトボール） 
小１～６ 
金 19:00～21:00   

日 9:00～12:00 日曜のみ雨天時中止 

五中校庭・雨天時白山小体育館（金） 

五中校庭（日） 

白山サッカー  
小１～６ 

木 19:00～21:00 五中校庭 

（雨天：白山小体育館） 

日  9:00～11:30 白山小校庭 

（雨天：五中体育館） 

岡本地区 南中山地区 
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結論は… 

スポ少に所属

している子ども

に、体力低下傾

向は見られませ

ん。 

むしろ、上昇

傾向にあること

がいえます。 

上体起こし(男子) 

時間往復走(男子) 

上体起こし(女子) 

時間往復走(女子) 

（回） （回） 

（ｍ） （ｍ） 

服間ジュニアバレーボール 

クラブ 
小１～６ 
月･木･金 18:00～20:00 

土・日   9:00～12:00 

服間小体育館 

服間男子ジュニアバレーボール

クラブ 
小１～６ 

月・木 18:00～20:00 

金   18:00～21:00 

服間小体育館 

服間地区 

味真野地区 

味真野男子バレーボール   
小１～６ 

月 19:00～21:00 味真野小体育館 

水 18:30～20:45 味真野小体育館 

土 13:00～16:00 味真野ミニ体育館 

粟田部地区 

万葉ドリーム（バドミントン） 
（味真野・北日野） 

小１～６ 

月 18:30～21:00 

水 19:15～21:00 

金 18:00～20:00 

土  18:30～21:30 

北日野小体育館（月） 

万葉中体育館（水・土） 

味真野小体育館(金) 

味真野女子バレーボール  
小１～６ 

火 19:15～21:00 万葉中 

金 18:00～19:50 味真野公民館 

土  9:00～12:00 味真野公民館 

白山地区（白山スポーツ少年団） 

白山バドミントン  
小１～６ 

火・木 19:00～20:30 

土   18:30～21:00 

五中体育館 

あなたも、スポーツ少年団で心と体をきたえてみませんか？ 

南中山バレーボール  
小１～６ 

火･木   19:00～21:00 

土      13:00～16:00 

南中山小体育館 

スポ少代表者と事前に相談しましょう。 

☆ 今の子どもは，体力が低下していると言うけれど… 

「今、スポ少に所属している子ども」 と ｢３０年前にスポ少に所属していた子ども｣ 

で比較してみました。 

花筐バレーボール部 
小１～６ 

火･水 18:00～20:00 

 

花筐小体育館 

7


