
平成２８年度 第１回教育委員会 次第 

      日 時 平成２８年４月１４日（木） 

          午後３時００分 

      会 場 井波庁舎 ３０１会議室 

１ 前回の議事録の承認 

２ 教育長の報告 

３ 協議事項 

（１）平成２８年度教育委員会重点施策について（案） 

（２）南砺市奨学資金運営委員会規程の一部改正（案）について 

４ 報告事項 

（１）平成２８年３月定例会一般質問等の要旨について 

（２）市職員の人事異動について 

（３）公民館長、主事及び指導員の任命について 

（４）スポーツ推進委員の任命について 

（５）平成２８年度当初予算の概要について（こども課） 

（６）山野保育園空調設備更新工事について 

５ その他 

（１）チャレンジデー２０１６について 

（２）南砺市中学生海外派遣について 

６ 今後の日程 

 次回教育委員会開催（予定）  月  日（  ）  ： 



平成２８年度南砺市教育委員会重点施策（案） 

基本理念（教育目標） 

 本市では、次のことを教育目標として掲げます。 

未来を切り拓く南砺の人づくり 

基 本 目 標 

教育目標の実現のため、本市教育の目指すべき方向を踏まえて、次の５つを基本目標とし

ます。 

１ 豊かな心を育む学校教育の充実 

児童生徒の「豊かな心」を育むために、知・徳・体の調和のとれた教育を推進します。

家庭学習の定着を図り、基礎的・基本的な学力を確実に身に付けるよう努めるとともに、

笑顔と元気があふれる子どもたちの教育環境を整え、一人ひとりの個性や能力を伸ばし、

自分を生かすことができる教育を目指します。また、将来地元を支える活力につながる

「ふるさと教育」を推進することで、ふるさとを知り、ふるさとに学び、ふるさとを愛

する児童生徒を育んでいきます。 

２ 生きがいある暮らしのための生涯学習の推進 

市民が心豊かで生きがいのある人生を送れるよう、さまざまな講座・講演会を開催し

ます。今後も、各種生涯学習講座の内容をさらに充実させ、市民の学習意欲や満足度を

高めるとともに、学びの場をとおして子どもたちに対する家庭や地域の教育力の向上を

図ります。また、生涯学習施設の学習環境改善のため、今後も計画的に改修工事を実施

します。 

３ 健やかな心と体を育む生涯スポーツの推進 
誰もが生涯をとおしてスポーツに親しめるよう、積極的に、気軽に、参加できるスポ

ーツ大会や教室を開催します。今後も、より幅広い層に参加していただけるよう、魅力

ある企画の検討や施設の整備・充実に努めます。また、南砺市の競技力の向上に努める

とともに、総合型地域スポーツクラブを育成し、その健全な運営に向けて支援を行いま

す。 
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４ 文化財の保存・活用と伝統文化の継承 

国・県・市の指定文化財や民俗芸能など、伝統文化の調査と保存、活用と継承を着実

に進めていきます。 

主 な 取 組 み 

具体的に取り組む主な事業を定め、事業の推進を図ります。 

１ 豊かな心を育む学校教育の充実 
―ふるさとを誇りに思い、未来を切り拓く なんとっ子の育成を目指してー 

（１）確かな学力の育成 

   ①教員の授業力向上に向けた研修の実施 

②小・中学校の連携の強化 

③兼務発令による小・中学校教員の授業交流の促進 

④なんとっ子まなびサポーター（国語・算数（数学）学習サポーター）の配置 

   ⑤「とやま型学力向上総合支援事業」の推進 

   ⑥小・中学校への ALT 派遣による外国語活動の充実 

   ⑦児童生徒の学力を把握し指導の改善に役立てる「全国標準学力検査」の実施 

⑧山村留学の導入に向けた調査研究［戦略］ 

⑨学校教育におけるＩＣＴを活用した遠隔協働学習実証事業［戦略］ 

⑩英語検定（３級）助成事業の実施 

⑪奨学資金支援助成事業の実施［戦略］ 

（２）自他を尊重し、他を思いやる心の育成 

①「ふるさと教育推進事業」の推進［戦略］ 

②市いじめ問題対策会議を核にした子どもいじめ防止対策の推進 

③「いじめ早期発見・早期対応のためのアンケート」「携帯電話などの利用に関する意識アンケ

ート」の実施 

④よりよい学校生活と友達づくりのための「小・中学校生活アンケート調査」の実施 

⑤特別支援教育コーディネーターによる特別な支援を必要とする児童に対する「個別の教育支 

援計画」等の立案・策定への支援 

⑥早期支援コーディネーターによる幼・保・小の連携を通じた特別な支援が必要となる可能性 

がある子どもと保護者への情報提供及び相談体制の充実 

⑦スクールソーシャルワーカー、適応指導員等による相談体制の充実 

⑧スタディメイトの配置による支援体制の充実 

⑨社会に学ぶ「14 歳の挑戦」事業の実施 

⑩学校図書館司書助手の配置による読書環境の整備・充実 

（３）健やかな体の育成 

①地元食材を通して食と地域への理解を深める「なんとハートフルランチ」「なーんと！おいし

い学校給食週間」の実施 

   ②中学校部活動へスポーツ指導員を派遣 
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（４）学校教育環境の整備 

①井波小学校大規模改修工事 

②福光中部小学校大規模改修工事実施設計 

③井波中学校長寿命化改修工事 

④教育教材備品の整備 

      ⑤学校図書館図書の整備 

２ 生きがいある暮らしのための生涯学習の推進
（１）生涯学習活動の推進 

①「南砺市民大学講座」「なんと市民学遊塾」「緑の里講座（高齢者大学）」の実施 

②心豊かな子どもを育てる子ども体験活動の実施 

③各小学校区で小学校の余裕教室等を活用した「放課後子ども教室」「土曜学習推進事業」 

の実施 

④社会教育団体の活動への支援 

   ⑤地区高齢者学級への支援 

⑥幼・保・小・中で開催される子育て講座等、家庭の教育力向上への支援 

⑦「なんとっ子家庭教育 10 か条」の活用 

⑧蔵書の充実とレファレンスサービスの向上による利用者ニーズに対応した図書館 

サービスの充実

（２）公民館活動への支援 

   ①地域活動の拠点となる地区公民館の自主的な活動への支援 

   ②地域や公民館活動を通じた家庭教育の推進 

   ③公民館職員の資質向上に向けた研修会等の実施 

（３）青少年健全育成活動への支援 

①地域に密着した活動を実施している青少年育成市民会議への支援 

（４）生涯学習施設の整備・充実 

①（仮称）上平公民館改修工事 

   ②公民館耐震補強工事（大鋸屋・山野・石黒） 

③井波総合文化センター舞台機構改修工事 

   ④福野文化創造センター仮設袖舞台更新工事 

３ 健やかな心と体を育む生涯スポーツの推進
（１）各種スポーツ大会・教室の開催 

①運動遊びの大切さについて理解を深める「なんと元気っ子教室」の継続（保育園、幼稚園） 

   ②ニュースポーツ、レクリエーションスポーツなどの生涯スポーツの紹介及び推進 

   ③南砺市の特徴を生かしたスポーツ大会の誘致及び開催 

（２）スポーツ活動への支援 

①体育協会による競技力強化への支援 

   ②全国大会等のスポーツ大会出場への支援 

（３）体育施設の効率的な管理・運営体制の確立 

①各体育施設の指定管理者による効率的な管理運営の推進 
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（４）社会体育施設の整備・充実 

①井波社会体育館耐震補強等改修工事 

②旅川グラウンドフェンス改修工事 

③城端プール塗装工事 

④城端プール煙突等改修工事

４ 文化財の保存・活用と伝統文化の継承 
（１）文化・歴史遺産の保存と活用 

①国、県、市指定文化財等の保存修理事業の実施及び支援、合掌造り家屋等の屋根葺替・ 

保存修理事業の実施及び支援 

②指定文化財等の適切な保存管理と普及啓発 

③古文書などの歴史資料や民俗文化財、埋蔵文化財の保存と調査・活用の推進 

④地域の貴重な建造物の保存と活用のため、国の登録文化財制度を活用 

（２）文化財収蔵・展示施設の機能充実 

①埋蔵文化財センター展示の充実、体験学習会の開催 

②民俗文化財保管施設の充実
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南砺市教育委員会告示第  号 

南砺市奨学資金運営委員会規程の一部改正について 

南砺市奨学資金運営委員会規程（平成１６年南砺市教育委員会告示第１号）の一

部を次のように改正する。 

平成２８年４月  日 

南砺市教育委員会 

教育長 高 田  勇 

第１条中「規定により」を「規定に基づき」に、「「委員会」」を「「運営委員

会」」に改める。 

 第２条各号列記以外の部分及び第３条中「委員会」を「運営委員会」に改める。 

 第５条中「委員会に関し」を「運営委員会に関し」に、「教育委員会が別に定め

る」を「委員長が運営委員会に諮って定める」に改め、同条を第６条とする。 

 第４条中「委員会の庶務」を「運営委員会の庶務」に改め、同条を第５条とし、第

３条の次に次の１条を加える。 

（委員長） 

第４条 運営委員会に委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 
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南砺市奨学資金運営委員会規程新旧対照表

現行 改正案 備考

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この規程は、南砺市奨学資金貸与規則(平成16年南
砺市規則第180号)第7条の規定により設置された南砺市
奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必
要な事項を定めるものとする。

第1条 この規程は、南砺市奨学資金貸与規則(平成16年南
砺市規則第180号)第7条の規定に基づき設置された南砺
市奨学資金運営委員会(以下「運営委員会」という。)に
関し必要な事項を定めるものとする。

字句の改正

規則に合わせた

略称の改正

(委員) (委員) 

第2条 委員会の委員は、次に掲げるものをもって充てる。 第2条 運営委員会の委員は、次に掲げるものをもって充
てる。

同上

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

(協議事項) (協議事項) 

第3条 委員会は、奨学生の選考等奨学資金の運営に関す
る事項を協議する。

第3条 運営委員会は、奨学生の選考等奨学資金の運営に
関する事項を協議する。

同上

(委員長)
第4条 運営委員会に委員長1人を置き、委員の互選により
これを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

委員長規定の追

加

(庶務) (庶務) 

第4条 委員会の庶務は、南砺市教育委員会教育部教育総
務課において処理する。

第5条 運営委員会の庶務は、南砺市教育委員会教育部教
育総務課において処理する。

略称の改正及び

条の繰下げ
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(その他) (その他) 

第5条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要
な事項は、教育委員会が別に定める。

第6条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し
必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

委員長規定の追

加に伴う改正等
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当初予算

平成２７年度
平成２８年度

当初予算の概要（こども課）
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・城端美山荘本館指定管理料　
(南砺市社会福祉協議会)

・城端美山荘別館指定管理料　 ○祝い金（出生児１名につき）

((社)手をつなぐとなみ野南砺作業所　 　第１子…３万５千円（三世代同居の場合…6万5千円）

　第２子…１０万円（三世代同居の場合…２０万円）

・城端ふれあいはうす指定管理料 　第３子…１５万円（三世代同居の場合…３０万円）

((社)手をつなぐとなみ野南砺作業所　 　第４子…２５万円（三世代同居の場合…５０万円）

　第５子以降…５０万円（三世代同居の場合…１００万円）

・上平ことぶき館指定管理料　 ※チャイルドシート購入助成含む

(上平観光開発㈱) ※交付額が10万円を超えた金額については口座振込

・福祉の家 福光光龍館指定管理料　
(㈱技研サービス) ○申請手続き

財源
財源 その他（基金繰入） 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　お子様の健やかな成長を願い、お子様が出生された場
合、出生祝い金として商工会商品券等をお贈りします。出
生により三世代以上が同居する世帯には、各世代が安心し
て暮らせるように支援します。

○対象になる方
　お子さんを養育する父または母で、出生時に南砺市に住
所があり、ともに引き続き南砺市にお住まいになる方

　出生日から６０日以内に各行政センター窓口で出生祝い
金支給申請書を提出してください。

   老人福祉施設に指定管理者制度を導入することに
より、公共サービスの継続を基本に、民間事業者等
のノウハウを活用した管理手法を取り入れ、また市
民への福祉向上につなげることを目的としていま
す。

814万円

57万円

福祉作業所エルハート城端)

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

（前年度：2,061万円）

老人福祉施設管理費 2,073 万円
（前年度2,059万円）

【戦略】出生祝い金 3,890 万円

（1-7-2高齢者福祉施設管理費）

1,500
2,073 2,390

（2-1-2　児童育成費）

159万円

福祉作業所エルハート城端)
69万円

974万円

○受付日・時間 ○企業向け事業

　月曜日～金曜日　9:00～16:00　

　※事前に電話等で連絡をお願いします。

来所、訪問等ご都合に合わせて対応いたします。

○相談窓口　女性・こども相談室　（井波庁舎２階）

　0763－23－2026 

（関係機関） ○ひとり親家庭支援事業

○ 相談対応者

女性相談員（離婚やDVなどの相談）

母子・父子自立支援員（ひとり親家庭の相談）

こども相談員（こどもの発達に関する相談）

財源 財源
国県支出金 万円 市の負担額 万円
市の負担額 万円

540

　ひとり親世帯において、就労しながら無理なく子育てが
できるよう雇用や勤務体系などにおいて育児への理解のあ
る企業等を増やし、勤めながら子育てする環境の向上を支
援するほか、子育てにかかる費用を支援します。

　育児に理解のある市内企業等を調査し、導入を促す対策
を講じます。一定の条件を満たしている企業を「優良企
業」として認定し、広報なんと及び市ホームページで紹介
します。

　ひとり親家庭に対し、入学祝い金（小、中、高）の支給
や高校通学定期券の１／２補助を行います。

（2-1-2　児童育成費） （2-1-2　児童育成費）

相談支援事業 568 万円 【戦略・新】 540 万円

67
501

　育児やこどもの発達、児童虐待など子育てに関するこ
とや、離婚や配偶者等による暴力などさまざまな問題や
心配事に応じるため、相談員を配置しています。個人情
報は守りますので、ひとりで悩まないで気軽にご相談く
ださい。

　高岡児童相談所　            0766-21-2124

　富山県女性相談センター　076-465-6722

家庭児童相談員（児童虐待や育児の相談、子育て支援
事業の情報提供）

（前年度：541万円） ひとり親世帯子育て応援制度 （前年度：0万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０） （ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
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○補助の要件
・
・自治会等が傷害保険に加入し、管理していること

○補助率・限度額
・補助率　事業費(撤去費用含む）１／２以内
　　　（千円未満切捨）

・限度額
　　設置（新規・更新）　15万円
　　修繕　　　　　　　     ５万円

○その他

財源 財源
市の負担額 万円 市の負担額 万円

（2-1-2　児童育成費）

20

（2-1-2　児童育成費）

282

万円児童遊具整備補助金 20
（前年度：384万円）

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　新生児の手形で真鍮製のメモリアルレリーフを作
成し、公共施設で展示します。展示後にお祝いとし
て贈呈します。

万円手形メモリアルレリーフ作成事業 282
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前年度：20万円）

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　自治会等が、児童の遊び場の確保のため児童遊具
を新しく設置したり、修繕をする場合に事業費の一
部を補助します。

面積がおおむね150㎡以上の児童遊園的な広場

補助は１広場につき 年度
１回に限る。

（2-1-4　ひとり親家庭医療費給付費）（2-1-2　児童育成費）、（2-1-5　こども妊産婦医療費給付費）
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財源
国県支出金 万円 財源

万円 国県支出金 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円7,565

（2-1-5　こども妊産婦医療費給付費）

助成対象

こども医療 中学3年生までの医療費

妊産婦医療
妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産
科出血、心疾患、切迫早産にかかる医
療費

2,107
その他（基金繰入、高額療養費収入） 4,750

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
こども・妊産婦にかかる医療費（保険適用分）の

自己負担額を助成します。
今年度から中学生の通院医療費の助成について

は、保護者負担を廃止して全額助成し、現物対応を
開始します。所得制限はありません。

（2-1-5　こども妊産婦医療費給付費）

57

○対象者
　出生体重が2,000ｇに満たない、呼吸が安定しな
い、黄疸が強いなど、医師が治療を必要と認めたお
子さん。

こども妊産婦医療費 1億4,422 万円

173

（前年度：230万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　からだの発達が未熟なままで産まれて、入院を必
要とするお子さんが、指定された病院で入院治療を
受けるときに、その治療に必要な医療費の一部を、
国・県・市で負担する制度です。

万円養育医療給付費 230
【戦略】こども医療費助成制度（前年度：1億4,046万円）

○交付対象

○主な事業
・

○応援券の金額
　第１子、２子…１万円分 ・

・

○利用できるサービス ・

　保健サービス…任意の予防接種 など ・

※

財源 財源
国県支出金 万円 市の負担額 万円

（2-1-8　児童発達支援費）

ことばや発達に関する専門職（臨床心理士・言語
聴覚士）による個別相談会

未就園児の保護者を対象とした、乳幼児期の発達
に関する教室の開催

発達に気がかりがある年中・年長児とその保護者
を対象とした子どもへの関わり方教室の開催

子育て中の保護者や放課後児童クラブや児童館の
スタッフを対象に、ほめて育てる効果的なしつけ
を目指した育児講座の開催

251

（2-1-6　とやまっ子　子育て支援サービス普及事業費）

　保育サービス…一時預かり、病後児保育 など

423

詳細は、行政センター窓口での申請時にお渡し
する「パンフレット」「子育て支援ガイド」
「南砺市ホームページ」をご覧ください。

　子育て家庭の経済的・精神的負担の軽減を図り、
子育て支援サービス等の利用を促進するため、県と
市が共同で、サービス等の利用券を交付します。

　第３子以降…３万円分
○申請に必要なもの
　印鑑

　平成25年4月2日以降に生まれたお子さんをお持
ちの家庭。ただし、誕生日から3年間有効です。
※兄弟姉妹にも利用できます。

　発達に気がかりがあるこどもを持つ親が気軽に身
近な相談機関で相談できる体制づくりを目指しま
す。
　また、発達に気がかりがあるこどもに関わる人
が、こどもの発達にあった支援や情報を共有してい
けるよう、関係機関との連携をとっていきます。

（前年度：３７８万円）

言語聴覚士による保育園・認定こども園等への訪
問

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
（前年度：２５３万円）

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）

児童発達支援費 251 万円とやまっ子子育て応援券 423 万円
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母子家庭等就業自立支援事業 　（前年度0万円）

○手当の額
　全部支給（月額）42,330円 　資格取得に必要な修業年数

　一部支給（月額）42,320円～9,990円
※

　住民税の課税世帯　　　月　７万５００円

※ 　住民税の非課税世帯　　月１０万円

○支給時期

財源 財源
国県支出金 万円 国県支出金 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

○支給期間

○申請手続き
　申請の前に一度、こども課女性こども相談室へご相談く
ださい。担当の母子・父子自立支援員が制度の概要、手続
きについて説明を行い、申請の手続を行います。

（2-2-2　児童扶養手当給付費）

児童が２人の場合は、5,000円、３人以降
は、さらに3,000円ずつ加算されます。

受給者本人および扶養義務者の所得額と扶養
親族の人数によって、支給額が決定されま
す。

　認定請求された月の翌月分から、年3回（4
月、8月、12月）支払月の前月までの分が支払
われます。

3,426
6,855

（前年度：1億232万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）

　父母の離婚などで、児童がひとり親家庭で養育さ
れるようになった場合、その家庭の生活の安定と児
童の健やかな成長を願って支給される手当です。

○対象になる方

（2-2-3　母子家庭等就業自立支援費）

131
43

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　看護師や保育士等、就職に結びつきやすい資格の取得を
目指すひとり親等に対して、世帯の所得に応じて資格取得
に必要な費用を給付します。

○支給額

　お子さんを養育するひとり親等の父または母で、資格の
取得を目的とした養成機関の進学が決定した方、および在
学中の方

万円児童扶養手当の給付 １億281 万円 【戦略】 174

○ 児童館の概要

○ 支給対象 ①開館時間

０歳から中学校修了前の児童を養育している方 月～金曜日

○ 手当の額
0～2歳
3歳～小学生（第1･2子）
3歳～小学生（第3子以降） 　　※土曜日、長期休業日は4館とも9:00～18:00

中学生 ②休みの日 日曜日、祝日、年末年始

所得制限世帯（特例給付） ・児童館運営委員謝礼

・城端児童館改築に伴う備品購入等

○ 支給時期 ○

○ 臨時保育室

財源 財源
国県支出金 万円 国県支出金 万円
市の負担額 万円 市の負担額 万円

（前年度：3,129万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）
　児童館では子どもたちに健全な遊びを提供し、お互いに
交流を深めながら健やかな身体と豊かな心を育てるお手伝
いをしています。
　また、ファミリーサポートセンター事業や臨時保育室設
置事業も実施し、子育て家庭の支援を行っています。

児童館名

城端児童館

13:00～18:00井波児童館　　　「きぼりっこ」　　

福野児童センター「アルカス」

（2-3-1　児童センター・児童館管理運営費）

15万円

628万円

ファミリーサポートセンター事業 140万円

事務局 福野おひさま保育園併設子育て支援センター

｢あっぷる｣内

3万円

94
692

　次代を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援
するという観点から支給される手当です。

1万5千円
1万円

1万5千円
1万円
5千円

　年3回（6月、10月、2月）支払月の前月まで
の分が支払われます。

福光児童館　「きっずらんど」 9:00～18:00

児童センター・児童館の運営 786 万円

（2-2-6　児童手当給付費）

5億8,976

1億559

（前年度：7億796万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）

児童手当の給付 6億9,535 万円
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（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）

○放課後児童クラブの概要
管理運営費　　　　　4,095万円

①開設場所 城端放課後児童クラブ　（城端児童館内）
井波子どもホーム　　　（井波児童館きぼりっこ内）
アルカスクラブ　　　　（福野児童センターアルカス内）
アルカスのびのびひろば（　　　　　　〃　　　　　　）
きっずらんどクラブ　　（福光児童館きっずらんど内）
福光中部っ子クラブ　　（福光中部小学校内）
福光東部っ子クラブ　　（福光東部小学校内）

【新】 東部げんきっ子クラブ　（旧吉江保育園内）
福光南部っ子クラブ　　（福光南部小学校内）

②開設時間 月～金曜日　 13:00～18:30
土曜日・長期休業日   8:00～18:30

③休みの日　 日曜日、祝日、年末年始

○とやまっ子さんさん広場
財源
国県支出金 万円
その他（スポーツ安全保険料） 万円
市の負担額 万円

（2-3-2　放課後児童クラブ費）

万円
（前年度：3,946万円）

　保護者が仕事などで昼間留守になっている家庭の児童を対象に、放課後の時間帯に適切な遊びや生活の場を
提供する放課後児童クラブを開設することで、児童の健全な育成を図っています。

15
1,556

　学童保育を民間で実施する5カ所のクラブ
に助成しています。　　　　　　　383万円 2,907

放課後児童クラブの管理運営 4,478

（ 担当：井波庁舎　こども課　問合せ先　２３－２０１０）

【戦略・新】なんとで育児and育自（子育て交流サロン）事業　　　　　   

国県支出金
その他（参加者負担金）
市の負担額

（2-4-2　子育て支援センター費）

【戦略】イクメン応援事業 9万円

　積極的に子育てを楽しみ、自らも成長する男性
（イクメン）を増やすため、子育てに関する講座を
開催することにより、育児休業等の子育てに理解の
ある市内企業の増加を図り、市全体で子育てしやす
い職場環境づくりを推進します。

4,041万円
6万円

2,028万円

298万円

　市内の子育て支援センター2ヶ所(たんぽぽ、にこ
にこ)を土日に開き、夫婦と子どもが一緒に来所し、
ゆったりとした自分たちの時間をおしゃべりやおも
ちゃ、絵本などで楽しみながら、子育てに関する情
報交換ができる場所を提供します。

　・なかよし広場（井波地域） ・たんぽぽ（福野地域）

　・あっぷる      （福野地域） ・にこにこ（福光地域）

   ・コスモス      （福光地域） ・ほほえみ（業務運営委託 福光地域）

　子育て支援センターは、家庭で子育てをしている保護者の方々を支援するため、子育て親子に交流の場を提
供するとともに、子育てに関する相談や講習等の実施、子育て関連情報の提供などを行っています。
　市内には、以下の公立施設（8施設）のほか私立喜志麻保育園内に開設されています。

　公立の子育て支援センター  運営管理費 5,768万円
　・さくらんぼ   （城端地域） ・きらきら（井波地域）

子育て支援センター費 6,075 万円
（前年度：6,055万円）
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（前年度：6億7,650万円）

※

　・市立保育園保育事業費

　・市立保育園施設・設備管理費

財源

国県支出金
その他（保護者負担金等） 財源
市の負担額 市の負担額

 　 　1億8万円

（2-５-2　保育園費） （2-５-2　保育園費）

4億7,226万円 216万円
その他（すこやか子育て基金繰入金） 1億1,772万円

3,692万円
2億444万円

　・移住定住者世帯保育料免除（歳入影響額） 　216万円
移住・定住者の負担軽減と定住促進を図る
ため、保育園等に入園する児童保育料を３
年間無料とします。

　（光熱水費、施設・設備修繕費・委託料等）

【戦略・新】移住定住者の保育料無料制度

保育園管理運営費 7億1,362 万円

【新】保育園審議会費 　　　　　45万円 【戦略】保育料等軽減事業（歳入影響額）
　　6億1,309万円 ・第3子以降児童保育料無料化 6,717万円

　（臨時職員賃金等、保育材料費、給食賄材料費等） ・多子世帯保育料軽減 3,046万円

・三世代同居世帯保育料軽減 2,009万円

保護者が就労などにより、日中、児童を養育でき
ない場合、市内では公立保育園（12園）や私立喜
志麻保育園において保育をしています。認定こども
園井波にじいろ保育園は、保育の必要性がない児童
（教育標準時間・1号認定利用）も入園できる施設
となっています。
また、通勤などの事情により、市外の保育園に入

園することもできます。

市では、子育て世帯の経済的な負担を軽減するた
め、保育園や認定こども園において、第3子以降の
保育料などの無料化、多子世帯の保育料や、三世代
同居する世帯の保育料を軽減し、子育て世帯を支援
します。
また、移住定住者世帯に係る保育料の３年間無料

化も行います。

参考

【戦略】保育園保育料等軽減事業 1億1,988 万円
（前年度：1憶2,860万円）

（ 担当：井波庁舎　こども課　　問合せ先　２３－２０１０） （ 担当：井波庁舎　こども課　　問合せ先　２３－２０１０）

その他負担金 国県支出金
市の負担額 市の負担額32万円 595万円

（2-5-6　病児・病後時保育事業費） （2-5-7　私立保育園育成費）

財源 財源

8万円 １,180万円

（前年度：44万円） （前年度：1,829万円）

（ 担当：井波庁舎　こども課　　問合せ先　２３－２０１０） （ 担当：井波庁舎　こども課　　問合せ先　２３－２０１０）

病後児保育事業（市に住所を有する満１歳以上の
病気回復期にある未就学児を一時的に預かる事業）
を城端さくら保育園、井波にじいろ保育園、福野ひ
まわり保育園、福光どんぐり保育園に加え、今年度
からは福光東部かがやき保育園の５園の病後児保育
室で実施します。

私立喜志麻保育園が行う延長保育、病児・病後児
保育（病後児対応、体調不良児対応）、一時預か
り、子育て支援センターなどの特別保育事業や、保
育士の研修に関わる事業経費等について支援してい
ます。

・特別保育事業費等補助金 1,759万円
・保育士研修等事業補助金 16万円

病児・病後児保育事業費 40 万円 私立保育園育成費 1,775 万円
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・主な経費

建設事業費 2億2,051万円
（本体工事・外構工事・監理費ほか）
既設児童館解体工事費 1,462万円
事務費 4万円

・延床面積 620㎡
・構造及び階層

財源 財源
国県支出金 国県支出金 万円
その他（保護者負担金等） その他（過疎債） 万円
市の負担額 市の負担額 万円

（2-５-9　施設型給付等支援費） （2-6-1　児童福祉施設管理費）

2億5,593万円
1,491万円 1億7,320

1億3,519万円 931

  ・広域保育業務委託費 1,084万円

  ・私立認定こども園給付費 9,046万円

5,266

○【新】認定こども園福野青葉幼稚園
　　新築整備補助金 1億9,128万円

○【戦略・新】認可外保育施設に通う
子どもに係る利用者支援事業費 ８4万円

○ 幼稚園就園奨励費補助金 20万円

○ 施設型給付費 鉄筋コンクリート造
一部木造平屋建て  ・私立保育園保育業務委託費 1億1,241万円

（前年度：1億9,056万円） 　（前年度：0万円）
（ 担当：井波庁舎　こども課　　問合せ先　２３－２０１０） （ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

子ども・子育て支援制度により、私立認定こども
園や保育園等に対して運営費の給付等を行い、質の
高いサービスの提供を支援しています。
また、私立認定こども園等に入園している第3子

以降の保育料無料化や１号認定（教育標準時間利
用）児童の給食費無料化、低所得世帯の給食費の軽
減をしています。
今年度からは、認可外保育施設に通う子どもにか

かる利用料の一部を助成することにより、子育て世
帯を支援します。

老朽化している城端児童館の改築を進めます。本
年度に建設工事を行い、平成29年４月の開館を目
指します。

万円施設型給付等支援費 4億603 万円 城端児童館の改築事業 2億3,517

・ 万円
・【新】東部げんきっ子クラブ開設工事費

万円
・山野保育園空調設備更新工事 万円

財源
国県支出金 万円
その他（合併特例債） 万円
市の負担額 万円

2,474
860
954

（2-6-1　児童福祉施設管理費）

913

児童福祉施設管理費 4,288 万円
（前年度：0万円）

（ 担当：福野庁舎　行革・施設管理課　　問合せ先　　２３-２０５１　）

　児童館、放課後児童クラブ、及び保育園の施設管
理費です。

児童館指定管理料（４館） 3,089

286

-83-19





チャレンジデーは５月の最終水曜日に全国約２００万人もの人が参加するスポーツイベントです。１５分以上運

動した人の参加率を自治体同士で競い合うというユニークなルールで行われ、運動・スポーツをきっかけに健康

に対する意識を高め、更に仲間や地域の連帯感を醸成することを目的としています。

南砺市は１２回目の参加です。過去の対戦成績は

参加していただきました。今年は参加率５０％

当日は、市内にいる方なら誰でも参加ＯＫ。自宅、学校、職場、地域、スポーツ施設など、市内のどこでも参加

ＯＫ。どんな運動やスポーツでもＯＫ。『広げよう

に積極的に参加し、さわやかな汗を流しましょう。そして、この日をきっかけとして健康の保持増進のために、翌

南砺市チャレンジデー実行委員会（教育委員会生涯学習スポーツ課）

ＴＥＬ ２３－２０１３
〈お問合せ〉

５月２５日(水
チャレンジデーは５月の最終水曜日に全国約２００万人もの人が参加するスポーツイベントです。１５分以上運

動した人の参加率を自治体同士で競い合うというユニークなルールで行われ、運動・スポーツをきっかけに健康

に対する意識を高め、更に仲間や地域の連帯感を醸成することを目的としています。

。過去の対戦成績は７勝４敗。昨年の参加率は 49．6％で、

率５０％突破、２年ぶりの金メダル獲得を目指します。

当日は、市内にいる方なら誰でも参加ＯＫ。自宅、学校、職場、地域、スポーツ施設など、市内のどこでも参加

広げよう 笑顔が集う スポーツの輪』をスローガンに、たくさんのイベント

に積極的に参加し、さわやかな汗を流しましょう。そして、この日をきっかけとして健康の保持増進のために、翌

南砺市チャレンジデー実行委員会（教育委員会生涯学習スポーツ課）

２３－２０１３ ／ ＦＡＸ ８２－５１０１

水) 午前０時⇔午後９時
チャレンジデーは５月の最終水曜日に全国約２００万人もの人が参加するスポーツイベントです。１５分以上運

動した人の参加率を自治体同士で競い合うというユニークなルールで行われ、運動・スポーツをきっかけに健康

％で、26，635 人もの方に

当日は、市内にいる方なら誰でも参加ＯＫ。自宅、学校、職場、地域、スポーツ施設など、市内のどこでも参加

』をスローガンに、たくさんのイベント

に積極的に参加し、さわやかな汗を流しましょう。そして、この日をきっかけとして健康の保持増進のために、翌

南砺市チャレンジデー実行委員会（教育委員会生涯学習スポーツ課）

８２－５１０１

午前０時⇔午後９時
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