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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）

４-１ 養育支援訪問事業

４-２ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

５ 子育て短期支援事業

６-１ 一時預かり事業

６-２
一時預かり事業
　（すみずみ子育てサポート事業）

７－１ 延長保育

７-２ 休日保育

８ 病児・病後児保育事業

９ 放課後児童クラブ

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。

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30年度）

赤ちゃん訪問・保育所・幼稚園・学校、医療機関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
により養育に関する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。

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）。

認定こども園・保育所において、保育認定を受けた児童の保育を、通常の利用以外の時間等に引き続き実施する事業。

保育認定を受けた児童が、保護者の就労等により日曜・祝日に家庭での保育が困難な時に、認定こども園、保育所において日曜・祝日の
保育を実施する事業。

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。

①一般型：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・保育所において、その開所時間の範囲で一
時的に預かる事業。
②幼稚園型：１号認定の児童について、認定こども園や施設型給付費を受ける幼稚園において、教育時間以降や長期休暇期間の預かりを
実施する事業。
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１　地域子育て支援拠点事業　

事業内容

計画 31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。子育てアプリ等への掲載を活用。

31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。

31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 31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、妊娠届出時等の状況も踏まえ、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。

31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。

31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。

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。

実施状況・分析 指標

■施設4箇所

計画数
52,000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）
Ｈ30年度年間利用見込み数：ピノキオ22,000人、フォルマシオーン5,000人、いまだ
て5,000人、一陽16,000人　　計48,000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、気がかりな子や気がかりな家庭を発見し、支援につなぐことができた。

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家庭の支援に
つなぐことができた。

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

実施状況・分析 指標

■計画数
延7,820回

(680人×11.5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。
H30受診見込み数　延7,820回（県外受診者含まず）

受診回数

妊娠中から継続支援が必要と思われる家庭に対して、産科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。

成果の内容
妊娠初期、中期、後期に使用できる   受診券を設定。特に 券は血液検査も
併用使用するよう券を設定。  券には血液検査も実施するように設定している。
また、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。（妊婦健診受診券14回）
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
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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 31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、H30年度から、第一子（特定妊婦・要フォロー
家庭を除く）についても在宅保健師・在宅助産師に訪問を依頼
し、特定妊婦・要フォロー家庭の妊娠期からの関係機関と連携し
た支援を市保健師で重点的に行う。
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。

31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。

31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。妊婦・
親子連絡票を用いて、医療機関と連携していく。

４-１　養育支援訪問事業　　

事業内容

計画 31年度への反映計画
多様なニーズに対し、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。

31年度への反映計画
支援を要する家庭と子どもを把握し、関係機関と連携しながら訪
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。

31年度への反映計画
関係機関と支援の方向性を共有しながら連携をより一層強化す
る。

赤ちゃん訪問・保育所・幼稚園・学校、医療機関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養
育に関する必要な支援を行う事業

訪問対象児650人中646人（見込み）訪問。（電話確認4件見込み）
特定妊婦、要フォロー家庭等については市保健師が、それ以外の乳児は在宅保健
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電話や訪問をし、生まれる前からの継続した支援を実施し
ている。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している。

訪問件数
訪問率

成果の内容

実施状況・分析 指標

実施状況・分析 指標

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

■対象者
(延べ人数)

　240人

訪問延べ件数　190件（健康増進課40件見込み）
子ども・子育て総合相談室、健康増進課、保育所、認定こども園、幼稚園、学校、子
育て支援サービス機関、医療機関等と連携し、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。外国籍親子への対応も増えてきており、ケースごとに関係機関と連携しな
がら対応している。

訪問指導件数

成果の内容

子ども・子育て総合相談室、健康増進課、保育所、認定こども園、幼稚園、学校等、
子育て支援サービス機関、医療機関、県児童相談所等関係機関との連携を充実す
る。

■計画数
　　640人／乳児

数653人
（98％）

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。また医療機関とは、妊婦・親子連絡票
を用いて連携し支援した。

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。

連携・協力・協働の内容
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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 31年度への反映計画
今後も、子ども・子育て総合相談室が要保護児童対策地域協議
会の調整機関として、関係機関と連携しながら実施する。

31年度への反映計画
今後も必要に応じて個別ケース会議を実施し、必要な支援につ
なげる。

31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 31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実施する。
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する。

31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、支援する。

31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、支援する。

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

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
　　300件

①要保護児童対策地域協議会が調整機関となり、保育所、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て実施した。
　　相談対応実件数：460件　　  ケース会議の開催：95回
　　ケース進行管理会議：12回　　スーパーバイス会議：32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：24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。

連携・協力・協働の内容
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。

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

実施状況・分析 指標

■ショートステイ
施設数　2箇所
計画数　50人

■トワイライトス
テイ
施設数　2箇所
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）
Ｈ30年度利用者数見込み　ショートステイ　　　延べ人数45人（実人数15人）、
　　　　　　　　　  　　　　　　　トワイライトスティ　延べ人数  6人（実人数  4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。
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６-１　一時預かり事業　

事業内容

計画 31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。

31年度への反映計画
今後も継続して実施する。

31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 31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。越前ファミリーサー
ビスクラブは事業終了のため、家事支援の部分をハーツきっず、
ピノキオに委託予定。

31年度への反映計画
今後も継続して実施する。

31年度への反映計画
今後も継続して実施する。

①一般型：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・保育所において、その開所時間の範囲で一時的に預
かる事業
②幼稚園型：１号認定の児童について、認定こども園や施設型給付費を受ける幼稚園において、教育時間以降や長期休暇期間の預かりを実施する
事業

実施状況・分析 指標
■施設数
公立保育所3箇
所
公立認定こど
も園5箇所
民間保育所8箇
所
民間認定こど
も園8箇所
私立幼稚園1箇
所

計画数　6,000
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。
Ｈ30年度利用見込数　一般型：2,000人、幼稚園型：500人
私立幼稚園：1園で実施し、週5日対応。
H30年度利用見込数　8,200人　内訳：一般型：500人、幼稚園型：7,700人

利用者数

成果の内容
保護者の不定期な就労や疾病など、家庭での保育が一時的に困難となった場合に
対応することができる環境を整えることで、安心して家庭での保育ができる。
なお、設型給付費を受ける幼稚園において、制度の周知が図られ、利用が伸びて
きた。

連携・協力・協働の内容
実施施設と密に連絡・連携を図り、受け入れを行った。

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 指標

■施設数
　　4箇所

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。
Ｈ30年度利用見込数：2,000人、年間利用見込時間7,000時間 利用者数

成果の内容
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
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 31年度への反映計画
保護者の就労形態は多様化している。今後も市内の全ての園で
の実施を維持する。

31年度への反映計画
今後も継続して実施する。

31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 31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る。10連休の対応を含め
て、保護者が安心して就労できるよう実施する。

31年度への反映計画
実施施設が1箇所となったが、今後も継続して実施する。

31年度への反映計画
今後も継続して実施する。

認定こども園・保育所において、保育認定を受けた児童の保育を、通常の利用以外の時間等に引き続き実施する事業

実施状況・分析 指標

■施設数
公立保育所3箇
所
公立認定こど
も園5箇所
民間保育所8箇
所
民間認定こど
も園8箇所

計画数　820人

市内のすべての認定こども園及び保育所で実施。
Ｈ30年度年度利用見込数；保育標準時間　2,950人、保育短時間　1,300人

利用者数

成果の内容
保育時間を延長して児童を預けられる環境を整えることで、保護者が安心して就労
できる。

連携・協力・協働の内容
認定こども園・保育所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。

保育認定を受けた児童が、保護者の就労により日曜・祝日に家庭での保育が困難な時に、認定こども園・保育所において日曜・祝日の保育を実施す
る事業

実施状況・分析 指標

■施設数
民間認定こども
園1箇所
　
計画数
20人

認定こども園あわたべで実施。
Ｈ30年度利用見込数10名（延12名）

実施施設数
利用者数

成果の内容

日曜・祝日の保育を実施する環境を整えることで、保護者が日曜・祝日も安心して
就労できる。

連携・協力・協働の内容

実施施設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。
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８　病児・病後児保育事業　

事業内容

計画 31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、南越前町、池田町と広域契
約も継続して実施。
・利用料助成対象者に対する支援を継続して実施する。

31年度への反映計画
今後も、継続して実施する。

31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す
る。

９　放課後児童クラブ　

事業内容

計画 31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
る小学校区においては、既存施設等の活用を基本とした定員拡
充の方策を検討する。

31年度への反映計画
今後も継続して実施していく。

31年度への反映計画
今後も、関係機関と連携をより一層強化し、継続して実施してい
く。

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

実施状況・分析 指標

■計画数
　　750人

・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、南越前町、池田町と広域契約している。
利用人数は、市内が460人、市外（広域）が290人見込と前年度計画どおりとなって
いる。（事業の周知が浸透している傾向有）平成30年度より、生活保護・非課税世
帯・ひとり親世帯に対する利用料助成を実施している。

利用者数

成果の内容
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。

連携・協力・協働の内容

連携・協力・協働の内容
実施施設と担当課が連携を取りながら対応

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。

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。

実施状況・分析 指標

■対象者

　757人

実施施設数　27か所（児童館・児童センター14ヶ所、保育所・認定こども園10ヶ所、
医療法人1ヶ所、自治振興会1ヶ所、保護者会1ヶ所）
利用児童数　878人

利用者数

成果の内容
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。
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越前市の現状と課題                     資料２ 

 

■ 子育て支援に関するニーズ調査の概要 

１ 調査方法と調査期間 
  ・郵送による配布・回収 
  ・１１月１６日発送～１２月２８日 
 

２ 対象者 
   平成３０年１０月１日現在、越前市に住民登録のある児童の保護者 

対象児童 日本国籍 外国籍 合計 
就学前児童（０歳～５歳） １，７７０人 ８０人 １，８５０人 
就学児童（小学１年～４年生）   ６２０人 ３０人   ６５０人 

 
≪参考≫ ※前回調査状況（外国籍なし） 
・調査期間 平成２５年１２月１８日～１２月２７日 

対象児童 
就学前児童（０歳～５歳） １，５００人 
就学児童（小学１年～４年生）   ４６５人 

                             
３ 調査の回収状況 

 
 

 

 

■ 越前市の子どもや家庭の現状と潜在ニーズ（子育て支援に関するニーズ調査より抜粋） 

（１）対象児童を含めた兄弟数 

小学生について、兄弟数が「３人」と回答した割合が、前回を４．１ポイント上回っている。 

 

 

対象児童 有効回答数（うち外国籍） 回収率 回収率（外国籍） Ｈ２５回収率 
就学前児童 １，２５８人（３９人） ６８．０％ ４８．７％ ４４．７％（６７０人） 
就学児童 ４３５人（１６人） ６６．９％ ５３．７％ ４３．７％（２０３人） 
合  計 １，６９３人（５５人） ６７．７％ ５０．０％ ４４．４％（８７３人） 
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（２）子育てで気軽に相談できる相手 

子育てをする上で、気軽に相談できる人が、「いる/ある」と回答している割合は、それぞれ前回を

５．３ポイント、３ポイント上回っている。 

 

（３）子育てに関して気軽に相談できる先 

就学前児童、小学生ともに、「祖父母等の親族」と回答した割合がそれぞれ８４．７％、７８．６％

と最も高く、次いで「友人や知人」がそれぞれ、７２．９％、７３．５％となっている。また、就学前

児童については、「保育士」が前回を８．６ポイント上回っている。このことから、保護者の保育園、

認定こども園（保育部）が大きく関わっていることがわかる。 
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（４）定期的な教育・保育事業の利用 

定期的な教育・保育事業を「利用している」と回答した割合は７８．４％と最も高く、「保育園」、

「認定こども園（保育部）」、「事業所内保育」を合わせると、前回を１０．９ポイント上回っている。

（３）、（４）より、保育ニーズが高まっていることがわかる。 

 

 

（５）母の就労状況 

就学前児童、小学生ともに、「フルタイム」「パート・アルバイト」と就労している母親は８割を超

えており、「フルタイム」については、それぞれ前回を４．６ポイント、１３．９ポイント上回ってい

る。 
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（６）就労していない父母の就労希望 

就学前児童の母親は、「１年より先、一番下の子どもの年齢によるが就労したい」と回答した割合が

４８．２％と最も高く、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」を合わせると、前回を５．３

ポイント上回っている。これにより、母親の保育ニーズが高まってきていることがわかる。 

 

 

（７）母親が就労する場合の末子の年齢 

就学前児童の母親が、「１歳」、「２歳」と回答した割合は、前回を９．５ポイント上回っている。 
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（８）育児休業から職場復帰時の子どもの年齢 

母親の職場復帰時の子どもの年齢は、「希望」は１歳６箇月以上が４６．５％となっているが、「実

際」は1歳６箇月未満が９０．２％となっている。 

（７）、（８）により低年齢児の保育ニーズが高いことが分かる。 

 

 

（９）３～５歳児の幼児教育・保育が無償化になった場合 

  ３歳以上の子どもについて、「変わらず現在の事業を利用する。」と回答した割合が、８６．２％と

高く、１０月から開始される無償化による影響は、ニーズ調査結果からはほとんどなかったが、無償化

が実施され、実際に実感すると影響が出る可能性はあると考えられる。 
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（１０）一時預かり等の利用希望について 

  一時預かり事業等を「利用する必要はない」が５２．８％と、「利用したい」を上回っているが、

前回の調査と比較すると、「利用したい」のニーズが１４．１ポイント上回っているため、引き続

き推進していく必要がある。 

 

（１１）子育て支援センターの利用の有無について 

子育て支援センターを「利用していない」は７８．１％と非常に高かったものの、「利用してい

る」、「利用したい」が１９％あり、これを年齢別に分析すると、３歳未満が７３％を占めて

いるため、引き続き推進していく必要がある。 

 

（１２）病児・病後児保育施設等の利用について 

     病児・病後児保育施設等を「利用したいとは思わない」が６８．６％で、前回を５．５ポイント

上回っている。主な理由については、「他人に看てもらうのは不安」、「親が仕事を休んで対応する」

となっている。 
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（１３）低学年の間、放課後の時間を過ごさせたい場所について（５歳児） 

     就学前児童の放課後の時間を過ごさせたい場所では、「放課後児童クラブ」が４３．９％と最も

高く、前回を１６．３ポイント上回っている。今後、低学年のニーズが増えていくことが想定さ

れるため、推進方策を定めていく必要がある。 

 

（１４）放課後の時間を過ごしている場所について（小学１～４年生） 

     小学生が現在過ごしている場所では、「自宅」が６７．８％と最も高く、次いで習い事が４４．

８％となっている。「放課後児童クラブ」については、前回を０．３ポイント上回っているが、ほと

んど状況は変わっていないことが分かる。 
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（１５）高学年の間、放課後の時間を過ごさせたい場所について 

就学前児童、小学生ともに「自宅」がそれぞれ６４％、７８．４％と最も高く、次いで「習い事」

がそれぞれ４３．５％、４５．５％となっている。「自宅」については、前回を６．４ポイント、１

０．９ポイント上回っている。 

「放課後児童クラブ」については、就学前児童については、前回より６．５ポイント上回っている

が、小学生は１２．５ポイント下回っている。 

 

（１６）越前市が子どもを育てやすい環境であるかについて 

子どもを育てやすい環境であるかについて、就学前児童、小学生ともに「そう思う」と回答した割

合がそれぞれ１８．５％、１４．５％となっており、前回を、１２．５ポイント、９．１ポイント上

回っている。「まあそう思う」を合わせると、越前市はそれぞれ、６８．７%、６７．６%が満足して

いると回答した結果となった。 
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（１７）子育てに関する事業の認知状況について 

「知っている」と回答した割合が高いのは、「保育園や幼稚園の園庭等の開放」が８０．１％、「両

親学級、親子教室、育児相談」が７５．０％となっている。また、「今後利用したい」と回答した割

合が高いのは、「子育て情報アプリ えっつぶ」が４８．１％と最も高かったことから、周知と内容

の更新・充実が必要である。 
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（１８）外国籍児童保護者の意見について（自由意見からの抜粋） 

外国籍児童の保護者については、これらの自由記載の意見を、この計画に反映していきたい 
と考える。 
 

 【就学前児童】 

 ・子ども向けのポルトガル語と日本語講座があったらいいです。 

 ・子どもは学校で日本語を習得できるが、親も日本語の勉強がしたいです。 

 ・病院、クリニック、歯科での通訳サービスがあったらいいです。 

 ・給食になかなか慣れません。 

 ・仕事が交代制のため、夜勤時の子どもをみてくれる保育園があるといいです。 

 ・私立園にも通訳者が毎日いてほしいです。 

 ・子どもは２歳のクラスで、保育園の先生たちは素晴らしい人ばかりです。子育てするには素敵な

まちです。 

 ・越前市大好きです！学校もすごく良くて、子供に勉強のやる気を引き出す環境だと思います。 

 ・越前市の子育て支援事業について、ほとんど知っていますし、今後利用したいと思っています。 

 ・ブラジル国籍の方に対しての差別を未だに大きく感じます。 

【小学生】 

 ・初めて来日した家族向けの日本文化などを学べる講習会があったらいいですね。 

 ・学校生活と違う、宿題のサポートがあって楽しく会話できる場があれば、言葉と文化の壁で友達 

とのコミュニケーション不足も解消されるのではないでしょうか。 

  ・子供がいる世帯について、派遣会社からの理解があってほしいです。 

  ・ブラジル籍の先生がいたらいいと思います。 

  ・学校１年目で、とても順調に進んでいます。娘は勉強よくできて、いつも先生の事を褒めます。 

  ・越前市は子育てをするにはいい場所だと思います。   

・仕事をしていて、夏休みに子供（当時４年生）を留守にすることが心配でした。放課後児童クラ

ブでの土日も８時～１７時も利用できるといいと思います。 

  ・学校の先生がいつも一生懸命で子供のことを心配してくれて、勉強や成長のこともみてくれてい

ます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 市子ども・子育て支援計画
施策の体系（案）

資料３



新計画の重点施策

◆外国籍児童対策（市多文化共生推進プランとの連携）
・外国人市民の増加に伴い、子どもの数も増加していく現状を受けて、市多文化共生推進プランの

内容を反映し、外国籍児童の教育・環境の充実を目指す。

◆生活困窮家庭への支援（市子どもの未来応援計画との連携）
新たに基本施策に追加し、市子どもの未来応援計画の内容とアンケート調査結果を盛り込む。

◆待機児童対策（幼児教育の無償化を受けて）
･保育士の確保・保育の質の向上
･幼児教育・保育施設の受け皿整備（ハード面）
・育休延長や、企業主導型事業について事業所への働きかけの強化

1



 1

計画の体系（案） ☆現計画から新計画に引継ぐ重点課題の整理 

<現在>                                 <新体系案> 

 

基本柱Ⅰ 子どもの権利が守られる社会づくり                    基本柱Ⅰ 子どもの権利が守られる社会づくり 

                    

基本柱Ⅱ 子どもが社会に参加するための環境づくり           削除※基本柱 ⅣⅤへ移動      

                  

基本柱Ⅲ 仕事と家庭の調和を実現する社会づくり                基本柱Ⅱ 多様化する仕事や家庭を支える社会づくり  

※待機児童対策・外国籍児童対策を取り込む 

【基本施策】１ 仕事と子育てが両立できる職場環境の充実               【基本施策】２ 家庭の実情に合った子育て支援の充実  

【基本施策】２ 家庭の実情に合った子育て支援の充実                   (施策)  外国人の子育て教育環境の充実・・・・・★追加 

 

                 基本柱Ⅲ 子どもの健やかな成長を育む教育・生活環境の整備・・・★新規の柱 

※待機児童対策（ハード面）の施策を絞り込み取り込む 

                                          【基本施策】１ 良好な教育・保育のための施設整備 

                                       

基本柱Ⅳ 子どもの健やかな成長を育む教育・生活環境づくり           基本柱Ⅳ 子どもの生きる力を育む教育・生活環境づくり 

【基本施策】１ 就学前教育や保育の充実                        ※待機児童対策（保育士の確保、保育の質の向上）の施策を取り込む 

                                      【基本施策】１ 就学前教育・保育内容の充実 

                                                          

基本柱Ⅴ 支援を必要とする子どもとその家庭への自立支援体制づくり         基本柱Ⅴ 支援を必要とする子どもとその家庭への自立支援体制の推進 

※外国籍児童対策、生活困窮家庭対策を取り込む 

                                                        【基本施策】３生活困窮家庭への総合的な支援・・・★追加 市子どもの未来応援計画の内容                          

                                   【基本施策】６外国人の子どもや家庭への総合的な支援体制の充実 

 

基本柱Ⅵ 親子の心と体の健やかな成長を支援する体制づくり                   基本柱Ⅵ 親子の心と体の健やかな成長を支援する体制の推進 



基本柱別施策の展開（案） 

【 新計画の施策体系 】 

 

〔 基本理念 〕 

「 一人ひとりの子どもの成長と自立への支援 」 

基本目標 １ 

子どもが健やかに育つよう、全ての家庭における子どもの養育を社会全体で支援します。 

基本目標 ２ 

子どもを安心して生み育てることができるよう、子育て環境を整備します。 

基本目標 ３ 

次世代の親となるための豊かな人間性を育み、自立して家庭をもつことが出来るよう、社会 

全体で支援します。 

 

 

基本柱 Ⅰ  子どもの権利が守られる社会づくり 

 

基本施策１ 人権教育を充実し、豊かな心と思いやりの気持ちを育む取組み 

①人権に関する教育の推進  

②男女平等の意識の啓発 

 

基本柱 Ⅱ  多様化する仕事や家庭を支える社会づくり 

 

基本施策１ 仕事と子育てが両立できる職場環境の充実 

①事業所と行政が連携した子育てしやすい職場づくり 

②復職、再就職のための訓練や子育て支援のための情報提供の充実 

 

基本施策２ 家庭の実情にあった子育て支援の充実 

①多様化する子育てニーズに対応するサービスの向上 

②就労を支援する多様な保育サービスの推進 

③放課後の児童育成支援 

④外国人の子育て環境の充実 

 

 

 



 

基本柱 Ⅲ  子どもの健やかな成長を育む教育・生活環境の整備 

基本施策１ 良好な教育・保育のための施設整備 

①就学前教育・保育施設の整備 

②学校施設の整備 

③放課後児童施設の整備 

 

基本施策２ 子どもの安全を守る環境の整備 

①防犯対策の強化 

②交通安全の促進 

③施設の安全の確保 

④子どもが安心して遊べる場の提供 

 

基本施策３ 子育てに適した生活空間の整備 

①良好な居住環境づくり 

②子育て家庭が外出しやすい環境づくり  

 

基本施策４ 子育て家庭の経済的負担の軽減 

①子育てのための経済的な支援の充実 

 

基本柱 Ⅳ  子どもの生きる力を育む教育・生活環境づくり 

基本施策１ 就学前教育・保育内容の充実 

①豊かなふれあい体験を通した教育・保育 

②就学前教育・保育の質の向上 

 

基本施策２ 義務教育内容の充実 

①「生きる力」の育成のための学力向上に資する教育活動と学習支援の推進 

②「生きる力」の育成のための心の教育の推進 

③「生きる力」の育成のための健康教育、安全教育の推進 

④子ども読書の推進 

⑤夢を育む教育の推進 

⑥特別支援教育の推進 

⑦地域や関係機関と連携した教育の推進 



基本施策３ 地域力を活用した子育て支援 

①教育・保育施設と地域との交流の推進 

②地域で子どもの成長を見守る活動の支援 

③地域力を生かした親育て 

 

基本施策４ 家庭教育力の向上 

①豊かなふれあい体験を通した家庭教育力の向上 

②家庭教育力の向上のための体制づくり 

 

基本施策５ 青少年の健全育成 

①健やかな成長を育む学びの実施 

②有害環境の浄化活動の促進 

 

   基本柱 Ⅴ  支援を必要とする子どもとその家庭への自立支援体制の推進 

 

基本施策１ 児童虐待や養育放棄等要保護児童対策の強化 

①児童虐待防止啓発事業の充実 

②妊娠期からの切れ目ない支援体制における早期発見・相談体制の充実 

③専門機関の連携強化 

④虐待を受けた児童や虐待した親の自立支援 

 

基本施策２ ひとり親家庭の自立支援 

①子どもの育ちへの支援 

②子育てをしている親への就業・生活支援 

③経済的支援の推進 

④情報提供、相談体制の推進 

 

基本施策３ 生活困窮家庭への総合的な支援 

①子どもの育ちへの支援 

②子育てをしている親への就業・生活支援 

③経済的支援の推進 

④情報提供、相談体制の推進 

 



基本施策４ 発達に支援を必要とする子どもとその家庭への支援体制の充実 

①「気づき」の段階からの支援の充実 

②情報提供、相談体制の推進  

 

基本施策５ 障がいのある子どもや家庭への支援体制の充実 

①子どもや家庭への支援 

②放課後や長期休暇等の居場所確保 

③特別支援教育の推進 

④学校卒業後の進路に対する支援 

⑤地域生活や余暇を楽しむ支援・援助 

⑥地域で支え合う体制づくりの推進 

 

基本施策６ 外国人の子どもや家庭への総合的な支援体制の充実 

①外国人の子どもの育ちへの支援 

②多文化理解の啓発 

③相談支援体制の強化 

 

   基本柱 Ⅵ  親子の心と体の健やかな成長を支援する体制の推進 

 

基本施策１ 若い世代が社会的に自立し、家庭を持つための支援の充実 

①家庭や地域での男女共同参画意識の形成 

②出会いの場創出 

③若い世代の定住化の推進 

④支援を必要とする若者への家庭支援 

 

基本施策２ 安心して妊娠・出産できる環境づくり 

①妊娠期からの切れ目ない支援体制の推進 

 

基本施策３ 子どもと親の健康を守る取組み 

①親子の健康づくりの推進 

②健康な生活習慣づくりの推進 

③親子の愛着形成の推進 

本計画を家庭、学校等、地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設、事業者、

市民及び市の協働によって取り組みを推進していきます。 










