
第 1回 越前市子ども・子育て会議 

 
令和４年５月１１日（水）１９時 

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

２ 委嘱状交付 

３ 委員紹介 

４ 会長選任 

５ 会議 

会長あいさつ 

会長職務代理者の指定 

概要説明 

・越前市子ども・子育て会議の役割について      

（審議内容およびスケジュール）         資料１ 

・公立認定こども園の役割とあり方について       資料２ 

・市長諮問の確認について               資料３－１、３－２ 

・西校区公立園整備に係る進捗について         資料４ 

 ・開園に向けてのスケジュール変更について 

・園名称選考結果について 

・吉野地区公立園整備に係る進捗について        資料５ 

 

（１）議事 

①第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等の 

中間年の見直しについて   資料６ 

 

 

②令和３年度事業評価について             資料７ 

 

 

 

（２）意見交換  新たな子ども子育て支援策について 

 

（３）その他 

 

６ 閉会 



令和４年度　越前市子ども・子育て会議委員

氏名 所属団体 役職等

1 石川　昭義 仁愛大学(就学前教育・保育分野) 副学長

2 野嶋　慎二 福井大学(まちづくり・施設整備分野) 教授

3 土橋　仁 武生商工会議所青年部

4 為沢　和憲 連合福井丹南地域協議会 副議長

5 藤間　真由美 越前市国際交流協会

6 山本　聖三 越前市保育研究会 会長

7 山田　義則 丈生神山幼稚園 園長

8 竹内　香里 丈生神山幼稚園保護者会 父母の会会長

9 酒井　照代 こじかの会

10 角井　尚史 越前市民間保育園保護者連合会 会長

11 松田　祐子 越前市ＰＴＡ連合会 副会長

12 向　理香 南越特別支援学校ＰＴＡ 会長

13 小泉　博美 越前市社会福祉協議会 越前市児童館長

14 能勢　淳一郎 越前市自治連合会 会計

15 加藤　敬子 越前市民生委員児童委員協議会連合会 副会長

16 林　由希子 福井県民生活協同組合（ハーツきっずたけふ） 施設長

17 青山　亨 越前市小学校校長会 副会長

18 仲村　晶子 母子寡婦福祉連合会 評議員

19 藤原　義浩 教育行政代表 事務局長

（敬称略・順不同）



■越前市子ども・子育て会議　審議内容およびスケジュールについて

西・大虫地区 吉野地区

令和３年度地域子ども・子育て支援事業の評価について

令和４年度地域子ども・子育て支援事業の評価対象について

整備方針（西校区）進捗報告 整備方針（吉野地区）進捗報告

・開園に向けてのスケジュールの確認

整備方針（西校区）進捗報告 整備方針（吉野地区）進捗報告 令和５年度地域子ども・子育て支援事業の評価対象について

その他

整備方針（西校区）進捗報告
整備方針（吉野地区）進捗報告 令和４年度地域子ども・子育て支援事業の評価について

整備方針（西校区）進捗報告 整備方針（吉野地区）進捗報告

整備方針（西校区）進捗報告 整備方針（吉野地区）進捗報告

２月

                                                                                                    審  議  事　項

【令和４年度】

５月１１日(水)

第２回 １０月

開催予定日 公立認定こども園のあり方と整備方針

公立認定こども園のあり方と整備方針

・進捗報告（西校区）

・進捗報告（吉野地区）

　　開園に向けてのスケジュール変更、園名称選考結果（西校区）

第３回 ２月

第２回 １０月

第１回 ６月

子ども・子育て支援法等に基づく審議内容

【令和５年度】

                                                                                                    審  議  内  容

第１回

第３回

公立認定こども園の役割とあり方について

子ども・子育て会議 開催予定日

市長諮問確認

子ども・子育て会議

1

資料１



1

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役割と
あり方について

２０２２．５．１１ 第1回子ども子育て会議

資料２

2

市子ども・子育て支援計画（第２次） 計画書Ｐ49～

教育・保育のための環境整備

基本方針１
一貫性のある教育・保育や個別支援の充実
基本方針２
就学前教育・保育施設の適正配置
基本方針３
親や地域子育て力の向上

2



3

保護者の就労状況、子どもの教育・保育施設の利用状況等に
配慮しつつ、令和６年度までの教育・保育の提供体制を区域
ごとに定めました。

越前市の教育・保育の提供エリア
計画書Ｐ48

4

エリア１（東・西・吉野・大虫・白山）

子ども子育て支援計画（第２次）では、現時点の確
保内容では人口推移をみても不足するエリアが明
らかになりました。そのため、市教育施設等長寿命
化方針第1期実行方針(令和8年度まで)において、

エリア１の西・大虫、吉野地区の適正配置の方針を
定めました。

計画書Ｐ５４

3



越前市幼保一体化の基本方針

すべての子どもの健やかな育ち、及び、地
域における子育て支援の充実を目的に幼保一
体化を推進します。

（１）官・民が連携した就学前教育･保育の一体的な推進
・小学校との連携を深めます
・教育･保育の質の向上に努めます

（２）就学前教育･保育施設の適正配置
・教育活動に必要な集団の目安を概ね同一年齢１０人とし、施設を
見直します

（３）就学前教育･保育と子育て支援を一体的に行う「認定こども園」
整備
・「豊かな心」及び「生きる力」の基礎を育てます

5

認定こども園への移行

地区名 保育所 幼稚園 認定こども園
認定こども園
が無い地区

エリア１
東、西、吉野、
大虫、白山

４ ５ ５ 西

エリア２
南、神山、
坂口、王子保

４ ３ １ 坂口

エリア３
国高、北日野、
味真野、北新庄

２ １ ４ 国高

エリア４
粟田部、岡本、
南中山、服間

０ ０ ４

計 １７地区 １０ ９ １４

越前市は平成２５年度から幼保一体化推進計画に基づき、
認定こども園への移行に伴う施設整備等を実施してきました。
令和５年度には西地区で認定こども園へ移行できるよう準備
を進めていきます。

6

計画書Ｐ４８
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幼稚園・保育所・認定こども園とは
幼稚園 保育所 認定こども園

所管 文部科学省 厚生労働省 内閣府・文部科学省・厚生労働省

根拠法令 学校教育法に基づく学
校

児童福祉法に基づく児
童福祉施設

就学前の子供に関する教育、保育等の
総合的な提供の推進に関する法律

対象 満3歳～5歳
※2歳児等の保育を実施
している園もある

保育に欠ける0歳～5歳 0歳～5歳
※3歳～5歳児は保護者の働いている状

況に関わりなく教育・保育を一緒に受ける
※地域の子育て拠点としての役割も担う

教育・保育
内容の基
準

幼稚園教育要領に基づ
く

保育所保育指針に基づ
く

保育所保育指針に基づく保育と幼稚園教
育要領に基づく教育

一日の教
育・保育時
間

4時間（標準）

※昼過ぎごろまでの教
育時間に加え、午後や
夏休みなどの長期休業
中の預かり保育を実施

8時間（保育短時間）・12
時間（保育標準時間）

※夕方までの保育のほ
か、園により延長保育を
実施

4時間・8時間・12時間利用に対応

※昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保
育を必要とする場合は夕方までの保育を
実施
※園により延長保育を実施

利用できる
保護者

制限なし 共働き世帯、親族の介
護などにより家庭保育
のできない保護者

・0歳～2歳：共働き世帯、親族の介護な
により家庭保育のできない保護者

・3歳～5歳：制限なし

7

認定こども園生活のイメージ（国基本例）H27以降

短時間保育児（１号認定） 長時間保育児（２号認定）
長時間保育児

（３号認定）

午前

８時ごろ～１２時 教育時間

＊教育保育要領に基づいた教育

１２：００～ 給食

（１号認定の子は義務ではない）

＊教育保育要領に
基づいた保育

午後

随時降園 １３:００～

＊教育保育要領に基づいた
保育

１６：００～ 随時降園

１号認定子ども：満３歳以上学校教育のみの子ども
２号認定子ども：満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた子ども
３号認定子ども：満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた子ども

8
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9

市教育施設等長寿命化方針（第１期：Ｒ２～Ｒ８)
幼稚園・保育園の幼保一体化を推進

長寿命化整備方針検討フローに基づき、第１期に機
能向上改修時期を迎える施設は、越前市子ども・子育
て支援計画（第２次）に基づき、幼保一体化を推進す
る。改修、改築の際に、複合化や集約化、相互利用を
行うこととし、それに伴う一部増築も含むこととする。

10

就学前教育・保育施設の適正配置にかかる

公立認定こども園の整備方針について

就学前教育・保育の適正配置の検討に当たっては、
地域の実情を踏まえ、幼児教育と保育を総合的に提
供する認定こども園の整備を図り、幼保一体化を推進
します。

そのため、市は、市子ども子育て会議に対し、公立
園のあり方とＲ８年度までの整備方針（西・大虫地区、
吉野地区）について、諮問を行います。

6



<ワーキング>

市長

整備方針の決定

（令和８年度までに限定）
公立園の役割と

もつべき機能を決定

基本設計への方向性と

条件を明文化

庁内作業チーム

行政職員(都市計画課・都市整備課・にぎわいづくり課・財務課等)

幼稚園・保育園・認定こども園の園長、保育士、教諭、調理員等

事務局（教育振興課・建築住宅課・子ども福祉課）

市議会
個別方針・予算審議

<諮問委員会>

越前市子ども・子育て会議
民間幼稚園・保育園等

関係者、保護者、地域等

③整備方針説明、予算協議

①諮問

・整備方針案の協議、市長への答申
・調査研究、意見交換

公立園整備方針の決定フロー

②答申

学識経験者（就学前教育・保育分野）
仁愛大学 副学長 石川 昭義 氏

学識経験者（まちづくり・施設整備分野）
福井大学 教授 建築建設工学専攻

野嶋 慎二 氏

11
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子越第 １３２７号 
令和２年６月２９日 

越前市子ども・子育て会議 様 
 

越前市長 奈良俊幸 
 

諮 問 書 
 
下記の事項について、諮問いたします。 
 

記 
 
１ 諮問事項 
   公立認定こども園のあり方、整備方針等について 
 
２ 諮問理由 
   本市では、市子ども条例を踏まえ、令和元年１０月に「越前市子ども・子育て支援計

画（第２次）」を策定し、基本理念「一人ひとりの子どもの成長と自立への支援」に基

づき、保護者の就労状況、子どもの教育・保育施設の利用状況等に配慮しつつ、令和６

年度までの教育・保育の見込み量と提供体制を市内４エリアごとに定めました。本計画

に沿い、適正配置の検討に当たっては、地域の実情を踏まえ、幼児教育と保育を総合的

に提供する認定こども園の整備を図り、幼保一体化を推進します。 

また、令和２年３月には「越前市教育施設等長寿命化方針」を策定し、幼保一体化を

推進し、第１期（令和８年度まで）における具体的な実行方針（対象施設、複合化や集

約化、相互利用を行うこと）を定めました。 
   これらの計画等に基づき、本市の重点課題である待機児童解消に向けた対策等との整

合性を図りながら、就学前教育・保育の総合的かつ適正な提供が行える施設を整備する

ことができるよう、本市の公立認定こども園のあり方、令和８年度までの西・大虫、吉

野地区の整備方針について、ご審議のうえ、ご意見を賜りたく、ここに諮問いたします。 
 

8

資料３－１



1

１．公立認定こども園整備について
（１）公立園整備方針について

（２）西校区公立園整備方針について

（３）吉野地区公立園整備方針について

資料３－２

2

（１）公立園整備方針について
① 公立認定こども園の役割と機能

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。

市子ども子育て支援計画（第２次）によ
り、待機児童の解消を図りながら、教育・
保育を一体的に提供する認定こども園へ
の移行を推進します。

9



3

② 公立園整備方針の基本理念

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
の研究と情報発信

③ 小学校や地域、関係
機関との連携促進

② 多様な保育ニーズ
への対応（インクルー

シブな教育・保育の
ための環境づくり）

④ 地域の子育て支援
機能の充実

めざす子ども像

学び合い 育ち合い

支え合い つながり合い

基本理念

学び合い・育ち合い・支え合い・つながり合い
～ 笑顔輝くえちぜんの子ども達 ～

4

（２）西校区の公立園の整備方針

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
いきます。

西校区の具体的な整備方針について、地域におけ
る市立施設としての役割を基に検討していきます。

令和２年度第３回子ども・子育て会議資料

10



5

西校区の公立園の整備方針

（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

6

（１）幼保一体化に向けた集約化・複合化（案）

・多様な教育・保育ニーズへの対応、待機児童解消
への対応のため、こども園への移行を推進する。

・上太田保育園・なかよし保育園については、築４２
年以上経過し、老朽化している。

・市教育施設等長寿命化方針に基づき、施設保有
量最適化を推進するため、複合化、集約化により
複数施設の一体化を行い、公立園の拠点化施
設としての役割を担う。

上太田保育園・なかよし保育園・武生西幼稚園を１
つに集約化した認定こども園を新設する。

11



7

（２）施設の概要 －定員設定－

施設名 定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

武生西幼稚園 ７０人

Ｒ２．３児童数 ３２人 １０人 １１人 １１人

上太田保育園 ９０人 ５人 １０人 １５人 ２０人 ２０人 ２０人

Ｒ２．３児童数 ７６人 ６人 ９人 １２人 １４人 １７人 １８人

なかよし保育園 １２０人 １０人 ２０人 ２０人 ２３人 ２３人 ２４人

Ｒ２．３児童数 ９１人 ９人 １４人 １７人 １３人 ２２人 １６人

Ｒ２．３合計 １９９人 １５人 ２３人 ２９人 ３７人 ５０人 ４５人

施設名 定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

公立認定こども園 ２００人

（保育部） １７０人 １５人 ２５人 ３０人 ３０人 ３５人 ３５人

（幼稚部） ３０人 １０人 １０人 １０人

※公立園については、3園における現受入児童数199人に対し、定員を200人と設定

※4、5歳児については、定員45人のところ60人まで受入れ可能な面積の保育室を整備

8

（２）施設の概要 － クラス数の設定－

※気がかりな子や障がい児等に対応するため、必要に応じて加配保育士や看護師等の配置を行う。

※低年齢児の保育室については、部屋を仕切ることができるよう整備することで、安全でゆったりと過
ごすことができる。

12



9

（２）施設の概要 － 主な設備 －

室名 面積等

エントランスホール 定員規模による設定

多目的ホール（遊戯室） 1.98㎡×園児数

乳児室・ほふく室（０歳児） 乳児室1.65㎡×園児数
ほふく室3.3㎡×園児数

ほふく室（１歳児） 3.3㎡×園児数

保育室（２歳児） 1.98㎡×園児数

保育室（３～５歳児） 各２室 1.98㎡×園児数

乳幼児センター研修室 職員会議室を兼ねる

子育て支援室 地域子育て支援機能

多目的トイレ 車イス対応

給食室 定員規模の調理対応

静養室・処置室、エレベーター 医療的ケア、感染対策

職員室・テラス等

※多目的ホール（遊戯室）は、すべての年齢の子どもが安全に活動できるよう、３歳以上児用と未満児用を整
備する。

10

（２）施設の概要 －施設規模の設定－

項目 内容

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 2,700㎡以上必要

13



11

建設候補地の選定基準

立地条件 検証内容

所在地 西校区内

敷地面積 ２，７００㎡以上

選定基準

①敷地規模 新たに設定する定員の面積基準を満たす面積

②災害想定区域 越前市ハザードマップ 土砂災害・水害・地震災害

③交通アクセス 交通量、利便性、安全性

④送迎リスク 送迎動線の複数確保、安全性

⑤周辺環境リスク 私立園とのバランス、まちづくりの観点、子どもの声の影響

⑥周辺環境との連携 小学校や公民館の近く、自然環境が豊か、屋外活動への展開

⑦その他 建設中の園児の保育場所の確保

12

（３）吉野地区の公立園の整備方針について

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

14



13

① 幼保一体化に向けた集約化・複合化

・多様な教育・保育ニーズへの対応、待機児童解消
への対応のため、こども園への移行を推進する。

・家久保育園・吉野幼稚園については、築４３年以上
経過し、老朽化している。

・複数施設の一体化を行い、地域の子育て支援機能
を充実する役割を担う。

家久保育園・吉野幼稚園を１つに集約化した認定こ
ども園を新設する。

14

② 施設の概要 －定員設定－

施設名 定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

家久保育園 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 １０５人

Ｒ２．３児童数 １８人 ４人 ７人 ７人

Ｒ２．３合計 １４３人 １２人 １６人 ２０人 ２７人 ３３人 ３５人

施設名 定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

公立認定こども園 １５０人

（保育部） １３５人 １０人 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人 ２５人

（幼稚部） １５人 ５人 ５人 ５人

※公立園については、２園における現受入児童数１４３人に対し、定員を１５０人と設定

15



15

② 施設の概要 － クラス数の設定－

※気がかりな子や障がい児等に対応するため、必要に応じて加配保育士や看護師等の
配置を行う。

保育部 幼稚部 園児合計 クラス数 職員配置基準 担任

０歳 １０人 １０人 １ ３：１ ４人

１歳 ２５人 ２５人 １ ６：１ ５人

２歳 ２５人 ２５人 １ ６：１ ５人

３歳 ２５人 ５人 ３０人 １ ２０：１ ２人

４歳 ２５人 ５人 ３０人 １ ３０：１ １人

５歳 ２５人 ５人 ３０人 １ ３０：１ １人

合計 １３５人 １５人 １５０人 ６ １８人

※上記クラス数を設定した場合、必要最低職員数は２６人と想定する。
（園長１人、副園長１人、主任２人、担任１８人、調理員４人）

16

② 施設の概要 － 主な設備 －

室名 面積等

エントランスホール 定員規模による設定

多目的ホール（遊戯室） 1.98㎡×園児数

乳児室・ほふく室（０歳児） 乳児室1.65㎡×園児数
ほふく室3.3㎡×園児数

ほふく室（１歳児） 3.3㎡×園児数

保育室（２歳児） 1.98㎡×園児数

保育室（３～５歳児） 1.98㎡×園児数

職員用休憩室・職員室

子育て支援室 地域子育て支援機能

多目的トイレ 車イス対応

給食室 定員規模の調理対応

医務室 感染対策

※多目的ホール（遊戯室）は、すべての年齢の子どもが安全に活動できるよう、３歳以上児用と未満児用を整
備する。
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② 施設の概要 －施設規模の設定－

項目 内容

定員設定 150人（保育部135、幼稚部15）

園舎 1,165㎡(想定延床面積) 平屋
※現家久保育園と吉野幼稚園保育室棟をあわせた施設面積より縮減

園庭 800㎡(園庭必要面積 482.5㎡)

駐車場 200㎡(10台)

その他 200㎡（テラス、アプローチ、ロータリー、緑地
等）

調整池 約500㎡（駐車場を兼ねる）

敷地面積 約2,900㎡以上

17



開園に向けてのスケジュールの変更について

・建設工事及び開園スケジュール

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

●

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

仮契約

契約

建設工事（１２か月）

引越し・開園準備

入札

開園

（外構工事）

18
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■応募総数２３件

≪　２回目（最終）選考結果　≫
分類：基本理念

認定こども園かがやき

かがやき認定こども園

かがやきこども園

分類：地名由来

認定こども園たけの子

たけの子認定こども園

たけの子こども園

分類：コウノトリ

認定こども園こうのとりちゅうおう

こうのとりちゅうおう認定こども園

こうのとりちゅうおうこども園

分類：多様性

認定こども園にじいろ

にじいろ認定こども園

にじいろこども園

分類：願い

認定こども園あおぞら

あおぞら認定こども園

あおぞらこども園

0/6 あおぞら

4/6 にじいろ

候補キーワード 園名称の候補

候補キーワード 園名称の候補

1/6
こうのとり
ちゅうおう

候補キーワード 園名称の候補

0/6 たけの子

候補キーワード 園名称の候補

1/6 かがやき

■市内の公立保育園・認定こども園、公立幼稚園に
　通う園児の保護者及びそのた越前市一般市民から
　広く募集を行った。

■各園保護者会長などの選考委員により、第一次、
　第二次審査を行った。

園名称選考結果について

結果 候補キーワード (※参考)園名称の候補

19
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1

候補地 家久町６５字

配置 吉野小学校を中心とし、里山ほのか学園、ひかり幼稚園との
距離が均衡となる場所。

（都）鯖江武生縦貫線より東にあり、現家久保育園からかけ離
れていない場所。

交通アクセス 旧県道石田家久停車場線沿いの場所であり、旧県道石田家
久停車場線については、北南に白鬼女線、戸谷片谷線がで
きたため、朝夕の送迎時の交通量が少なく安全である

送迎リスク 候補地を囲んで幹線道路がラダー状に配置されているため、
送迎動線の複数の確保ができる

災害想定区域 越前市ハザードマップより、0.5ｍ未満の浸水想定区域である

周辺環境リスク 用水路横地を外し、周辺に田と民家のある場所を選定

周辺環境との連携 現家久保育園より小学校が近くなる（約800ｍ）

敷地面積 約2,900㎡以上の用地の取得が必要

既存建築物の有無 無

用途地域等 私有地（田）の買収または借地契約および農地転用手続きが
必要

吉野地区公立園建設候補地

吉野地区公立園整備に係る進捗について

1

資料５

（都）白鬼女線

吉野小学校

丹南総合公園

現家久保育園

家久保育園移転候補地
配置計画図

里山ほのか学園

ひかり幼稚園

吉野幼稚
園

公立園
建設候補地

吉野地区公立園建設候補地

2
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3

吉野地区公立園建設候補地

約2,900㎡

至家久駅

至
武
生
商
業
高
校

3

約2,900㎡以上

4

開園までのスケジュール

令和３年度～４年度
建設場所の決定、測量

令和４年度 造成設計
令和５年度 用地確保、基本設計・実施設計

農地転用届、土地造成工事
令和６年度以降 建設工事
令和７年度以降 認定こども園開設

4
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評価対象事業名

１－１ 利用者支援事業(基本型)

１－２ 利用者支援事業(母子保健型)

２ 地域子育て支援拠点事業

３ 妊婦健康診査

４
乳児家庭全戸訪問事業
　　　（こんにちは赤ちゃん事業）

５-１ 養育支援訪問事業

５-２ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

６ 子育て短期支援事業

７-１ 一時預かり事業

７-２
一時預かり事業
　（すみずみ子育てサポート事業）

８ 延長保育

９ 休日保育

１０ 病児・病後児保育事業

１１ 放課後児童クラブ

１２ 放課後子ども教室

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,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・小規模保育事業所において、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。

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所・認定こども園・小規模保育事業所・幼稚園において、そ
の開所時間中に一時的に預かる事業。
また、幼稚園等では、1号認定の子どもについて、教育時間以降や夏休み等の長期休業中の預かり保育を行う事業。

放課後等に子どもが安心して活動できる場の確保を図るとともに、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的に、安全・安心な子
どもの活動拠点場所（居場所）を設け、地域住民の参画により、勉強、スポーツ、文化活動及び地域住民との交流活動を行う。

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（令和３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、家庭における子ども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、家庭において子ども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。

子育て中の家庭の身近な場所において、利用者支援専門員を配置し、教育・保育・保健や地域の子育て支援事業などの情報提供や、必
要に応じ相談・助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行います。

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健センター等において、保健師等
が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行います。
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１　利用者支援事業（１－１、１－２）　

事業内容

計画 ４年度への反映計画
今後も継続して実施していく。
子ども・子育て相談窓口について、子育て世代等への周知を強化
していく。

４年度への反映計画
子育てに役立つ情報発信等を強化する。今後も継続して実施して
いく。

４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。

２　地域子育て支援拠点事業　 単位：延べ人数

事業内容

計画 ４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。川北西部に、実施施設を1
箇所増やしたことの周知を強化する。（ハーツきっずたけふ）

４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。

４年度への反映計画
子育て支援実施事業所5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。

■施設4箇所

計画数
41,000人

実施施設　5箇所（ピノキオ・フォルマシオーン・いまだて・一陽・ハーツきっずたけふ）
Ｒ３年度年間利用人数：ピノキオ30,558人、フォルマシオーン1,915人、いまだて2,217
人、一陽13,683人、ハーツきっずたけふ1,575人　　計49,948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。
新型コロナ対策として、広場の解放を止めることはせず、人数制限の実施になった
ため、見込み数はかなり減少した。

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。
市街地にある1拠点については、新型コロナウイルス感染拡大時に市内の保育所等
で臨時休園が発生した場合の代替保育の実施場所となることの協力を確認。

連携・協力・協働の内容
各種子育て支援サービス機関や医療機関、子ども・子育て総合相談室、健康増進課
等が連携をとりながら、それぞれの家庭の希望や状況に応じた的確な情報提供やき
め細かな相談対応をすることができた。

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

(基本型）子育て中の家庭の身近な場所において、利用者支援専門員を配置し、教育・保育・保健や地域の子育て支援事業などの情報提供や、必要
に応じ相談・助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行う事業。
(母子保健型）妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健センター等において、保健師
等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行う事業。

実施状況・分析 指標

■施設箇所

計画数
基本型1箇所
母子保健型1箇
所

基本型　　　　R1.11月より実施(1箇所）てんぐちゃん広場
母子保健型　H27年度より実施（1箇所）越前市役所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康増進課及び子ども・子育て総合相談室

実施箇所数

成果の内容
基本型：利用者支援専門員を中心に、それぞれの家庭の希望や状況に応じた的確
な情報提供やきめ細かな相談対応を実施することができた。
母子保健型：子育て世代が安心安全に出産育児を行えるよう、妊娠期から医療機関
や母子保健、子育て支援機関が連携して支援を行うことができた。
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３　妊婦健康診査　 単位：延べ回数

事業内容

計画 ４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。

４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。

４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。

４　乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）　 単位：実人数

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 ４年度への反映計画
医療機関や子ども・子育て総合相談室等と相互に連携し、妊娠期
から課題が重複し継続した支援が必要な家庭については、早期か
ら介入できるよう努める。
事情により訪問できなかった家庭においては、引き続き養育状況
の把握に努める。

４年度への反映計画
妊娠～出産～育児と、切れ目なく継続的な支援を行えるよう、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に努める。

４年度への反映計画
必要時には県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。

連携・協力・協働の内容
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。

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。

訪問対象児581人中543人訪問。（郵便対応19件、電話確認9件）
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
妊娠期から支援介入している特定妊婦だけでなく、一般妊婦にも全て専門職による
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
医療機関とは、県内で統一されている妊婦・親子連絡票を用いて連携し支援してい
る。また、子育ての相談機関、子育て支援サービス機関等と連携し、必要な支援に
繋げた。

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
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。
受診数　延7,006回（県外受診者含まず）

受診回数

成果の内容

実施状況・分析 指標

■計画数
7,020回

(600人×11.7回)

■計画数
　　608人／乳児

数620人
（98％）
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５-１　養育支援訪問事業　　 単位：延べ件数

事業内容

計画 ４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支援の方向性
を共有し、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。

４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。

４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。

５-２　子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業　 単位：実件数

事業内容

計画 ４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。

４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。

４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。

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 指標

■要保護児童
対策地域協議
会における新規
相談件数

　　150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。
　　新規相談実件数：78件　　 　 ケース会議の開催：308回
　　ケース進行管理会議：15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

連携・協力・協働の内容
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。

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

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

実施状況・分析 指標

■対象者

　220人

訪問延べ件数　287件
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
家庭状況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。
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６　子育て短期支援事業　 単位：延べ人数

事業内容

計画 ４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。

４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。

４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。

７-１　一時預かり事業　 単位：延べ人数

事業内容

計画 ４年度への反映計画
保護者に対する育児支援、家庭で保育される児童の健全な育成
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。

４年度への反映計画
今後も継続して実施する。

４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な乳幼児について、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業期間の預かりを実施する
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　４２人
　

■トワイライトス
テイ
施設数　2箇所
計画数　１２人

実施施設　２箇所（済生会乳児院・児童養護施設一陽）
Ｒ３年度利用者数見込み　①ショートステイ　　　延べ人数３８人（実人数 １０人）
　　　　　　　　　  　　　　　 　②トワイライトスティ　延べ人数  ２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。

利用者数

成果の内容

■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4箇所
民間認定こども
園12箇所
民間小規模保育
事業所1箇所
民間幼稚園3箇所

計画数　2,500人

認定こども園・保育所：公私立全園で実施。Ｒ3年度利用数　①一般型：1,012人、②
幼稚園型（認定こども園のみ）：702人
幼稚園：私立3園で実施し、週5日対応。Ｒ3年度利用数　28,850人　内訳：①一般型：
847人、②幼稚園型：28,003人

利用者数

成果の内容
保護者の不定期な就労や疾病、育児疲れなど、家庭での保育が一時的に困難な場
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、施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、利用が伸びてて
いる。また、令和３年１０月から、一般型の一時預かり事業実施施設に小規模保育
事業所１園が加わった。

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。
市が令和３年９月より開始した、新型コロナウイルスワクチン接種を保護者が受ける
場合の子どもの一時預かり利用料を無料とする事業について、全施設が協力。

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。
新型コロナの影響で、利用ニーズが減少した。
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。

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
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７-２　一時預かり事業（すみずみ子育てサポート事業）　 単位：延べ人数

事業内容

計画 ４年度への反映計画
今後も継続して実施する。

４年度への反映計画
今後も継続して実施する。

４年度への反映計画
今後も継続して実施する。

８　延長保育　 単位：延べ人数

事業内容

計画 ４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。

４年度への反映計画
今後も継続して実施する。

４年度への反映計画
今後も継続して実施する。

■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4箇
所
民間認定こど
も園12箇所
民間小規模保
育事業所1箇所

計画数　4,250
人

認定こども園・保育所・小規模保育事業所全25園にて、午後7時まで保育を実施。
R3年度延べ利用数；保育標準時間　5,046人、保育短時間　1,352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・小規模保育事業所とこども家庭課が密に連絡・連携を図り、
保育を実施している。

実施施設とこども家庭課が密に連絡・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。一時預かりについては、市が令和３年９月より開始した、新型コ
ロナウイルスワクチン接種を保護者が受ける場合の子どもの一時預かり利用料を無
料とする事業について、全施設が協力。

認定こども園・保育所・小規模保育事業所において、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

連携・協力・協働の内容

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。

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,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、ハーツきっずたけふ、県民せいきょう
きらめきくらしサポート、（医）野尻医院）で実施。
R3年度利用実績数：2,136人、年間利用実績時間8,426.5時間 利用者数

成果の内容
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９　休日保育　 単位：延べ人数

事業内容

計画 ４年度への反映計画
多様化する保護者の就労形態に応えられるよう継続して実施して
いく。

４年度への反映計画
民間認定こども園１箇所にて今後も継続して実施する。

４年度への反映計画
今後も継続して実施する。

１０　病児・病後児保育事業　 単位：延べ人数

事業内容

計画 ４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、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。

４年度への反映計画
今後も、継続して実施する。

４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。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 指標

■計画数
　　760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、越前町、福井市、南越前町、池田町と広域契約している。
令和３年度の延べ利用人数は、市内が254人、市外（広域）が56人。平成30年度よ
り、生活保護・非課税世帯・ひとり親世帯等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

実施施設とこども家庭課が連絡・連携を図り、保育を実施している。

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

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。

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　40人

認定こども園あわたべで実施。市内の認定こども園・保育所の入園児童対象。
Ｒ３年度利用　実人数７人（延べ２３人）

実施施設数
利用者数

成果の内容
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１１　放課後児童クラブ　 単位：実人数

事業内容

計画 ４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、引き続き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。

４年度への反映計画
今後も継続して実施していく。

４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。

１２　放課後子ども教室　 単位：実人数

事業内容

計画 ４年度への反映計画
放課後児童クラブとの連携を図り、子ども教室と児童クラブの一体
型事業を支援する。

４年度への反映計画
今後も継続していく。

４年度への反映計画
今後も関係機関と協力して継続して実施予定。

放課後等に子どもが安心して活動できる場の確保を図るとともに、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的に、安全・安心な子どもの活動
拠点場所（居場所）を設け、地域住民の参画により、勉強、スポーツ、文化活動及び地域住民との交流活動を行う。

実施状況・分析 指標

■計画数

225人

・市内全小学校区で実施（17地区）
・子どもの1日あたりの参加人数211人(１７地区合計)
※今年度は昨年に引き続きコロナウイルス感染予防のため利用人数の制限・活動
内容の一部制限（飲食禁止など）をしたため昨年よりは増加したが、コロナ以前より
少ない人数となった。

利用者数

成果の内容
地域住民の協力を得て、定期的に行っている活動のほか昨年は実施できなかった
合宿通学事業を活用し、防災体験や自然体験など、各地区が日帰りで様々な体験
活動を行うことができた。また優しい日本語教室など、外国人の児童が多い地区で
は日本語教室を開催するなど地区の特徴に応じて様々な子どもたちが参加できるよ

連携・協力・協働の内容
地域によって指導者数や教室の内容・回数に差異があるため、地域の指導者が少
ない地域では、リーダーバンクの人材活用を勧めるなど学習センターと連携して地
域間での差異を減らすよう努めている。

■対象者

　1,112人

実施施設数　29か所（児童館・児童センター14か所、保育所・認定こども園10か所、
幼稚園2か所、医療法人1か所、自治振興会1か所、保護者会1か所）
利用児童数　767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た。

連携・協力・協働の内容
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た。

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。

実施状況・分析 指標
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評価対象事業名

１－１ 利用者支援事業(基本型)

１－２ 利用者支援事業(母子保健型)

２ 地域子育て支援拠点事業

３ 妊婦健康診査

４
乳児家庭全戸訪問事業
　　　（こんにちは赤ちゃん事業）

５-１ 養育支援訪問事業

５-２ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

６ 子育て短期支援事業

７-１ 一時預かり事業

７-２
一時預かり事業
　（すみずみ子育てサポート事業）

８ 延長保育

９ 休日保育

１０ 病児・病後児保育事業

１１ 放課後児童クラブ

１２ 放課後子ども教室

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,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・小規模保育事業所において、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。

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所・認定こども園・小規模保育事業所・幼稚園において、そ
の開所時間中に一時的に預かる事業。
また、幼稚園等では、1号認定の子どもについて、教育時間以降や夏休み等の長期休業中の預かり保育を行う事業。

放課後等に子どもが安心して活動できる場の確保を図るとともに、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的に、安全・安心な子
どもの活動拠点場所（居場所）を設け、地域住民の参画により、勉強、スポーツ、文化活動及び地域住民との交流活動を行う。

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（令和４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、家庭における子ども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、家庭において子ども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。

子育て中の家庭の身近な場所において、利用者支援専門員を配置し、教育・保育・保健や地域の子育て支援事業などの情報提供や、必
要に応じ相談・助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行います。

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健センター等において、保健師等
が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行います。
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