
令和元年度第４回南砺市子ども・子育て会議次第

日時：令和２年１月３０日（木）午後２時～

場所：井波庁舎 ３階 多目的ホール

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 協議事項

（１）令和２年度定員と入園申込状況について 資料１

（２）南砺市の教育・保育、地域子ども・子育て支援事業について 資料２

（３）南砺市子どもの貧困支援計画の進捗状況について 資料３

（４）第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画（案）について 資料４

（５）その他

４ 閉 会



NO. 役職 氏名 性別 団体名など 備考

1 会長 三谷　直樹 男 南砺市地域づくり協議会連合会

2 副会長 西井　秀子 女 南砺市民生委員児童委員協議会

3 荒井　有紀 女 公募

4 磯辺　文雄 男 公募

5 内山　真寿美 女 放課後児童クラブ代表（さくらっこクラブ）

6 尾田　慎一郎 男 南砺市PTA連絡協議会会長

7 河合　朱希代 女 公募

8 北清　俊一 男 南砺市商工会事務局長

9 齊藤　和枝 女 南砺市連合婦人会

10 齊藤　優華 女 認可外保育施設代表（寺子こどもえん）

11 城岸　栄 男 公募

12 中川　加夜子 女 南砺市保育士会代表（福光東部かがやき保育園）

13 福江　怜 男 南砺市幼稚園保護者代表（認定こども園福野青葉幼稚園）

14 本多　篠依 女 子育て支援センター代表（喜志麻保育園）

15 増田　麗子 女 南砺市母子保健推進員連絡協議会

16 森田　正人 男 南砺市中学校校長会（福野中学校校長）

17 山田　誠 男 南砺市小学校校長会（福光中部小学校校長）

18 山田　政寛 男 南砺市生涯学習連絡協議会
代理

玉井　順一

19 横山　一乃 女 南砺市幼稚園代表（認定こども園福光青葉幼稚園園長）

20 横山　昌俊 男 南砺市保育園保護者代表（平みどり保育園）

教育長

教育部長

地域包括医療ケア部保健センター所長

こども課長

こども課主幹・子育て支援係長

こども課主幹・保育園係長

こども課主幹

こども課副主幹

こども課主事

谷戸　仁美

石﨑　裕子

嶋田　沙由里

南砺市子ども・子育て会議委員名簿

任期：平成３０年４月１日から令和２年３月３１日

　　（５０音順・敬称略）

事務局

松本　謙一

村上　紀道

河原　洋子

武田　秀隆

溝口　早苗

吉岡　亘



１　利用定員の設定について

公

No. 私
利用定員

１号 ２号 ３号

別 ３歳～５歳 1 2歳 0歳

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

1 公

城端さくら保育
園 200 120 65 15 ○ 265 178 190 200 166 179

2 公

平みどり保育園

30 18 9 3 ○ 40 24 24 30 16 17

3 公

上平保育園

30 21 7 2 30 17 20 30 18 21

4 公

利賀ささゆり保
育園 20 13 5 2 20 10 13 20 12 12

5 公

山野保育園

65 45 16 4 65 41 40 65 50 55

6 公

井口保育園

45 29 12 4 45 37 40 45 36 41

7 公

福野ひまわり保
育園 220 135 70 15 220 175 187 220 168 180

8 公

福野おひさま保
育園 230 145 70 15 230 217 231 230 206 220

9 公

福光どんぐり保
育園 220 150 60 10 220 183 201 220 177 194

10 公

福光南部あおぞ
ら保育園 80 50 23 7 80 78 84 80 69 72

11 公

福光東部かがや
き保育園 160 100 45 15 ○ 220 142 141 160 125 140

12 私

喜志麻保育園

60 0 46 14 ○ 75 56 77 60 48 68

1,360 826 428 106 1,510 1,158 1,248 1,360 1,091 1,199

13 公

保育所型認定こど
も園
井波にじいろ保育
園

230 20 135 60 15 230 194 213 230 191 209

14 私
幼保連携型認定こ
ども園
福野青葉幼稚園

95 25 35 33 2 95 90 107 95 95 107

15 私
幼保連携型認定こ
ども園
福光青葉幼稚園

65 15 35 14 1 ○ 55 53 67 65 63 65

390 60 205 107 18 380 337 387 390 349 381
認定こども園

計

令和２年度の定員変更と入園申込状況について

施設名

　　令和２年度利用定員

令和
２年度
定員
変更

（参考）認可定員関係

平成
31年度

認可定員

平成31年
４月１日
児童数

令和２年
３月31日
児童数

令和
２年度

認可定員

令和２年
４月１日
児童数

令和３年
３月31日
児童数

保育所
計

資料１



２ 届出・認可定員の変更について 

施設名 元年度 2 年度 説明 

城端さくら保育園 ２６５ ２００ 城端地域の出生児数及び就学前児

童数は減少傾向にあることから、現

在の入園見込み状況等を勘案して

変更する。 

平みどり保育園 ４０ ３０ 平地域の出生児数及び就学前児童

数は減少傾向にあることから、現在

の入園見込み状況等を勘案して変

更する。 

福光東部かがやき保

育園 

２２０ １６０ 福光東部地区の出生児数及び就学

前児童数は減少傾向にあることか

ら、現在の入園見込み状況等を勘案

して変更する。 

喜志麻保育園 ７５ ６０ 福光地域の出生児数及び就学前児

童数は減少傾向にあることから、現

在の入園見込み状況等を勘案して

変更する。 

幼保連携型認定こど

も園福光葉幼稚園 

５５ ６５ 福光地域の出生児数及び就学前児

童数は減少傾向にあるが、令和 2年

度の福光青葉幼稚園への希望者が

多くなっていることから、現在の入

園見込み状況等を勘案して変更す

る。 

【参考】 

 ※【参考】２認可定員についての、②「定員充足率が 80％未満となる保育所」

に該当   

施設名 元年度 2 年度 説明 

上平保育園 ３０ ３０ 上平地域には唯一の保育園であり、

今後の需要見込み等も勘案しなが

ら、定員などについて検討していく。

利賀ささゆり保育園 ２０ ２０ 利賀地域には唯一の保育園であり、

今後の需要見込み等も勘案しなが

ら、保育事業の形態などについて検

討していく。 



【参考】 

教育・保育施設の「定員」について 

１ 利用定員について

  「利用定員」とは、子ども・子育て支援新制度における、施設・利用者が

給付の対象となることの「確認」を受ける際に設定が必要な定員のことで、

施設ごとの過去の利用実績や今後の利用見込みを踏まえたうえで、※「認可

定員の範囲内で定める定員のことです。

 「利用定員」は、施設の設置者等からの申請に基づき南砺市が定めますが、

設定に際しては、子ども子育て会議での意見聴取を行うことが、子ども・子

育て支援法に規定されています。

２ 認可定員について

認可定員とは、施設の認可を受ける際に、その設備及び運営の基準を満た

す定員を指します。教育・保育施設については富山県が認可を行い、地域型

保育事業については南砺市が認可を行います。

教育・保育施設の認可定員の考え方(定員弾力化の定め) 
① 児童の全体的な増減状況を十分に把握し、市町村ごとの定員充足率は概

ね 90％をめどとする。

② 「定員充足率が 80％未満となる保育所」については、定員の見直しを検

討する。

③ 教育・保育施設の認可定員は、最低２０人以上とする。

④ 連続する過去２年度間常に定員を超えており、かつ、各年度の年間平均

定員充足率（当該年度内における各月の初日の在所人数の総和を各月の

初日の許可定員の総和で除したもの）が 120％以上」の保育所は、原則

として定員の見直しを行う。

認定区分について 

認定は次の１～３号の区分で行われます。 

認定区分 対象者 対象施設 

１号認定 
満３歳以上の学校教育のみの就学前の子ども 
（保育の必要性なし） 

幼稚園
認定こども園 

２号認定 
満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども 
（保育を必要とする子ども） 

保育所 
認定こども園 

３号認定 
満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども 
（保育を必要とする子ども） 

保育所 
認定こども園 
地域型保育 
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南砺市の教育・保育、地域子ども・子育て支援事業について 

１ 子ども人口の推計 

子ども人口の推計 

実績値 当初計画推計値 

平成29年 平成30年 令和元年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 

０～11歳 4,274 4,143 4,060 4,432 4,323 4,208 4,066 3,935

 ０歳 276 291 284 294 285 277 264 253 

 １歳 323 286 302 336 305 296 288 275 

 ２歳 326 314 293 327 337 306 297 289 

 ３歳 343 331 322 335 325 335 304 295 

 ４歳 340 342 332 370 335 325 335 304 

 ５歳 338 342 350 341 370 335 325 335 

０～５歳 1,946 1,906 1,883 2,003 1,957 1,874 1,813 1,751

 ６歳 372 334 340 397 345 374 339 329 

 ７歳 338 368 335 392 398 346 375 340 

 ８歳 394 337 375 401 394 400 348 377 

 ９歳 390 394 338 421 399 392 398 346 

 10歳 408 393 394 408 422 400 393 399 

 11歳 426 411 395 410 408 422 400 393 

６～11歳 2,328 2,237 2,177 2,429 2,366 2,334 2,253 2,184

資料：平成2９～３１年（実績値）は、住民基本台帳（各年３月31日）より 
平成27年以降（推計）は、住民基本台帳からコーホートセンサス変化率法※による推計（各年３月31日） 

※コーホートセンサス変化率法…人口推計の手法の一つであり、同年に出生したグループ（コーホート）それ
ぞれの過去の変化率が将来も続くものと仮定して、その変化率を人口推計の基準年となる人口の各コーホー
トに掛けて将来の人口を算出する方法です。 

〈考察〉 子どもの人口（０～１１歳）の実績値は年々減少していますが、令和元年の当初計画推計
値と比較すると、６～１１歳では、７人減少していますが、０～５歳では、132人増加して
いるため、全体では、１２５人増加しています。 

資料２ 
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２ 令和元年度地域子ども・子育て支援事業の実績見込について 

（１）教育施設（幼稚園、認定こども園） 

幼稚園とは学校教育法に基づく教育機関で、保護者の就労状況にかかわらず３歳から入園

できます。３歳になる学年（満３歳児）の受け入れや預かり保育を行っている園もあります。

一方、認定こども園とは認可幼稚園と認可保育所が併設した施設です。基本的に幼稚園・保

育園を利用することに違いはありません。 

教育施設の年度別見込量と提供量 

実績（人） 見込(人) 当初計画推計値（人） 

平成29年度平成30年度令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

①推計利用者数 90 111 114 92 91 87 86 84 

 １号認定 46 53 42 52 52 48 47 45 

 ２号認定 44 58 72 40 39 39 39 39 

②提供量 114 114 114 100 100 100 100 100 

差異（②－①） 24 3 0  8 9 13 14 16 

【参考】市外施設 3 1 2 3 3 3 3 3 

〈考察〉 認定こども園の需要が高くなってきており、２号認定の人数が年々増加する傾向にありま
す。このため、令和元年度の利用者見込数は、令和元年度の当初計画推計値を上回っていま
す。 

（２）保育施設（認可保育所、認定こども園、地域型保育施設） 

認可保育施設とは保護者の就労や病気などで、家庭でお子さんをみることができない場合

に保護者に代わり保育する施設であり、県の認可を受けた施設です。また、地域型保育施設

とは小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育施設、居宅訪問型保育事業の総称です。 

保育施設の年度別見込量と提供量 

実績（人） 見込(人) 当初計画推計値（人） 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

①推計利用者数 1,506 1,548 1,492 1,629 1,598 1,528 1,478 1,428 

 ２号認定 909 889 867 954 939 908 878 850 

 ３号認定 (０歳) 129 156 131 128 124 121 116 111 

  〃 (１・２歳) 468 503 494 547 535 499 484 467 

②提供量 1,705 1,720 1,720 1,750 1,750 1,680 1,630 1,580 

差異（②－①） 199 172 228 121 152 152 152 152 

【参考】市外施設 2 6 7 25 25 25 25 25 

〈考察〉 平成29年度から平成３０年度にかけては、増加傾向にあったが、令和元年度の利用者見込
数は、出生児数の減少により、就学前児童数が減少していること等から、２号認定、３号認
定（０・１・２歳）ともに人数が減少しています。 
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（３）利用者支援事業 

子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情

報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事

業です。 

利用者支援事業実施か所数 

実績 

（か所） 

見込 

（か所） 
当初計画推計値（か所） 

平成29年度 平成30年度令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

実施か所数 1 1 1 1 1 1 1 1 

（４）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の

提供、助言その他の援助を行う事業です。 

※子育て支援センター：公立保育園等併設施設（８か所） 
城端地域「さくらんぼ」 
井波地域「きらきら」「なかよし広場」 
福野地域「たんぽぽ」「あっぷる」 
福光地域「にこにこ」「コスモス」「ほほえみ（業務委託）」 

             私立喜志麻保育園に併設している「ぴよぴよ広場」 

地域子育て支援拠点事業の年度別見込量と提供量 

実績（人回） 
見込 

(人回) 
当初計画推計値（人回） 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

①年間総利用数 18,542 17,547 15,485 20,464 19,931 19,352 18,729 18,084 

②提供量 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 

差異（②－①） 3,958 4,953 7,015 2,036 2,569 3,148 3,771 4,416 

〈考察〉 出生児数の減少や、低年齢児（０・１・２歳児）の保育園等への入園が増加し、子育て支援
センター利用対象者（未就園児）数が減少しているため、年々減少する傾向にあります。 

（５）乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育

環境等の把握を行う事業です。 

乳児家庭全戸訪問事業の年度別見込量と提供量 

実績（人） 見込(人) 当初計画推計値（人） 

平成29年度平成30年度令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

①年間実利用者数 283 264 241 310 310 310 310 310 

②提供量 282 264 241 310 310 310 310 310 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 0 0 

〈考察〉 今年度の出生見込数は270人であり、訪問率は89.3％です。100％を目指すものでありま
すが、他市町村への里帰りが長期にわたるケースが増加傾向であり、期間中に訪問できないケ
ースがあります。このケースについては電話での状況確認や南砺市に母子が戻ってからの状況
把握に努めています。また、訪問を拒否し、来所相談を希望するケースも増えています。
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（６）養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行

うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

養育支援訪問事業の年度別見込量と提供量 

実績（人） 見込(人) 当初計画推計値（人） 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

①年間実利用者数 28 55 80 50 50 50 50 50 

②提供量 40 65 100 50 50 50 50 50 

差異（②－①） 12 10 20 0 0 0 0 0 

〈考察〉 産婦健康診査事業が平成29年9月から開始になったことにより、産後間もない母の育児に
対する不安やうつ状態に対し、医療機関との連携が増えたため情報提供量が増えています。ま
た、情報提供を受けたケースは訪問することが原則のため、利用者数も増えています。 

（７）一時預かり事業 

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、主として昼間に

おいて、認定こども園、幼稚園、保育園、地域子育て支援拠点その他の場所において、一時

的に預かり、必要な保護を行う事業です。 

一時預かり事業の年度別見込量と提供量 

実績（人日） 見込(人日) 当初計画推計値（人日） 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

①年間総利用数 4,273 4,085 3,594 6,675 6,455 6,119 5,941 5,765 

 １号認定 2,110 2,422 2,429 1,284 1,259 1,179 1,142 1,112 

 ２号認定 205 132 133 3,229 3,083 2,929 2,852 2,766 

 上記以外 1,958 1,531 1,032 2,162 2,113 2,011 1,947 1,887 

②提供量 9,238 9,238 9,238 9,834 9,238 9,238 9,238 9,238 

差異（②－①） 4,965 5,153 5,644 3,159 2,783 3,119 3,297 3,473 

〈考察〉 出生児数の減少や、低年齢児（０・１・２歳児）の保育園等への入園が増加し、一時預かり
の需要が減っているため、総利用者数は、年々減少傾向にあります。

（８）延長保育事業 

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や時間において、

認定こども園、保育園等で保育を実施する事業です。 

延長保育事業の年度別見込量と提供量 

実績（人） 見込(人) 当初計画推計値（人） 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

①年間実利用者数 661 660 594 211 206 196 190 184

②提供量 661 660 594 270 270 270 270 270 

差異（②－①） 0 0 0 59 64 74 80 86 

〈考察〉 新制度への移行に伴い、早朝７時～８時、夕方４時～６時の保育も延長保育とされることに
なったことにより、保育短時間認定の利用が当初計画推計値よりも大幅に増加しています。
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（９）病児保育事業 

病児や病後児について、病院・保育園等に付設された専用スペース等で、看護師・保育士

が一時的に保育等を行う事業です。 

病児保育事業には、(1)病気になった病児に対応する「病児保育」(2)病気回復期の児童に

対応する「病後児保育」(3)保育園等に来て体調が悪くなった「体調不良児」に対応する３

つの事業があります。南砺市では、(1)「病児保育」を令和元年10月から南砺市民病院内で

実施しています。 

病児保育事業※の年度別見込量と提供量 

実績（人日） 見込(人日) 当初計画推計値（人日） 

平成29年度 平成30年度令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

①年間総利用数 1,396 1,504 1,502 268 262 250 242 234

②提供量 3,278 3,278 3,278 3,278 3,874 3,874 3,874 3,874 

差異（②－①） 1,882 1,774 1,776 3,010 3,612 3,624 3,632 3,640 

※年間総利用者数は、(1)病児保育、(2)病後児保育、(3)体調不良児の利用者数の合計 

〈考察〉 平成２８年度より、看護師の常駐している公立保育園６園で、体調不良児に対応する国の補
助事業を実施し、実績として計上していることにより、当初計画推計値よりも大幅に増加して
います。 

（10）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後

に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育

成を図る事業です。 

放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）の年度別見込量と提供量 

実績（人） 見込(人) 当初計画推計値（人） 

平成29年度平成30年度令和元年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度

①年間実利用者数 398 383 398 363 359 355 351 347 

 小学１～３年生 294 288 294 270 267 264 261 258 

 小学４～６年生 104 95 104 93 92 91 90 89 

②提供量 398 383 398 365 365 365 365 365 

 小学１～３年生 294 288 294 275 275 275 275 275 

 小学４～６年生 104 95 104 90 90 90 90 90 

差異（②－①） 0 0 0 2 6 10 14 18 

〈考察〉 当初計画推計値よりも実績人数が増加しています。平成28年度までに計画前より３箇所の
放課後児童クラブを増設し、ニーズに対応できるよう受入人数拡大の整備を図ってきたこと
により、必要性の高い低学年へ十分提供できる体制になっています。 
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（11）ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助

を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する

連絡、調整を行う事業です。 

ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）の年度別見込量と提供量 

実績（件） 見込(件) 当初計画推計値（件） 

平成29年度 平成30年度令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

①年間総利用数 514 259 276 30 30 29 27 26 

②提供量 514 259 276 50 50 50 50 50 

差異（②－①） 0 0 0 20 20 21 23 24 

〈考察〉 本事業は、子育て家庭のニーズに沿いながら利用しやすい対応を行ってきたことにより、
当初計画推計値よりも大幅に増加しています。 
平成２９年度から３０年度にかけ利用数が半減していますが、放課後児童クラブの延長制
度を設けたため、本事業での利用数が減少したものです。 

（12）妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図り、安心・安全な妊娠・出産を迎えられるよう、①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です。妊娠届出時に、妊婦健康診査受診票（14回分）を交付し

ています。 

妊婦健康診査の年度別受診票交付者見込数及び受診率 

実績 

（人／％） 

見込 

（人／％）
当初計画推計値（人／％） 

平成29年度 平成30年度令和元年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

年間交付者数 

（実人数） 
302 281 280 350 350 350 350 350 

妊婦健康診査 

受診率 
85.7 82.3 85.0 83.0 84.0 85.0 86.0 87.0 

〈考察〉 ・妊娠届出と14回の受診が年度をまたぐことがあるため、妊娠届出数に波があると受診率 
に影響が出ます。 
 ・平成26年度当時、課題となっていた妊娠12週以降の届出者は減少傾向ですが、不妊治
療からの妊娠で、確実な妊娠を確認するために届出が遅れるといったケースも見られます。 
 ・14回目の健診を受ける方は全体の20％程度であり、正期産（妊娠37週～40週）であ
っても妊婦健診受診票14回分すべてを使わないケースもあります。 



南砺市子どもの貧困支援計画の進捗状況について 

南砺市では、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、ま
た、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、全ての子どもたちが夢と希望を持って成
長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対策を総合的に推進していくための基本指
針となる「南砺市子どもの貧困支援計画」を策定し、各種事業を実施しています。 

［成果指標の推移］ 

取組・事業 
主要
施策 指標 

基準値
（平成27年度） 

平成30年度
実績 

令和元年度
実績見込み 

目標値
（令和3年度） 

高等教育の機会を保
障する経済的支援 

１

教
育
の
支
援

ひとり親家庭の子
どもの高校在学率
（8/1 時点） 

97.4％ 97.4% 99.0% 100.0％ 

なんとっ子まなびサ
ポーター、スタディ・メ
イト、適応指導員の
配置 

なんとっ子 
まなびサポーター 

18 人 19 人 21 人 

必要に応じ

て配置する 

スタディ・メイト 23 人 52 人 52 人 

適応指導員 10 人 21 人 21 人 

スクールソーシャルワ
ーカーの配置 

スクールソーシャ
ルワーカー 

2 人 2 人 2 人 

スクールカウンセラー
の配置 

スクールカウンセ
ラー 

小学校 3 校 

中学校 8 校 

小学校 9 校 

中学校 8 校 

小学校 9 校 

中学校 8 校 

子どもの居場所の充
実 

２

生
活
の
支
援

放課後子ども教室
の設置箇所数 

11 箇所 12 箇所 10 箇所 11 箇所 

さんさん広場の開
催箇所 

5 箇所 5 箇所 6 箇所 7 箇所 

就労しながら無理
なく子育てすること
ができると思うと回
答した割合 

65.2％ 

※ 

62.6% 63.1% 75.5％ 

妊娠期から乳幼児期
における地域からの
孤立の予防 

３

保
護
者
の
対
す
る

就
労
の
支
援

子育てに喜びや
生きがいを感じて
いる保護者の割合 

91.2％ 90.7% 91.5% 96.0% 

母子家庭等就労・自
立支援事業（高等職
業訓練促進事業等） 

高等職業訓練促
進事業等の受給
者数 

2 人 2 人 3 人 3 人 

ひとり親家庭の親の
就業率 

児童扶養手当資
格者の就業率 

96.3％ 96.4% 98.8% 98.0％ 

資料3 

※参考

1 2 3 4 5 空欄 計

そう思う
どちらかと
いえばそう

思う 

どちらかと
言えばそう
思わない

そう思わ
ない 

わからな
い 

未回答 

1 18～19 歳 N=9 1 4 2 0 2 11 20 55.6% 
2 20～29 歳 N=22 4 8 2 4 4 65 87 54.5% 
3 30～39 歳 N=87 13 40 14 11 9 50 137 60.9%
4 40～49 歳 N=138 30 61 24 15 8 82 220 65.9%
5 50～59 歳 N=47 10 19 10 4 4 186 233 61.7% 
6 60～64 歳 N=46 12 15 9 3 7 151 197 58.7% 
7 65～69 歳 N=51 10 25 9 2 5 174 225 68.6% 
8 70 歳以上 N=54 12 20 10 3 9 166 220 59.3% 

空欄 不明 0 0 0 0 0 2 2 
合計 92 192 80 42 48 887 1,341 62.6% 

△ご家庭に 18 歳未満のお子さん（弟妹、孫を含む）がいらっしゃる方への設問

就労しながら無理なく子育
てすることができると思うと
回答した年齢別の割合 
（市民意識調査）



［貧困対策の実施状況］ 

主要施策１．教育の支援 

 ・ひとり親家庭の子どもの高校進学は例年ほぼ 100％ですが、中退する子どもが一定数おり、在

学率は 99.0%です。ひとり親への応援制度として入学時の祝い金や高校生通学定期券補助の実

施の継続、また、福祉資金等の相談体制の充実により、高等教育の機会を保障する経済的支援

に努めます。中退した子どもの中には、改めて高校へ進学し直したいという気持ちを持つ子ども

もいるため、各種助成制度等を周知し利用促進を図ります。 

 ・平成２７年度と比較して、なんとっ子まなびサポーター、スタディ・メイト、適応指導員の配置が増

加しており、スクールカウンセラーの配置が小学校で増加しています。今後も適正な配置による

支援体制の充実に努めます。 

主要施策２．生活の支援 

 ・放課後の居場所づくりや学習支援を行う、ＮＰＯ法人による放課後子ども教室が平成３０年度か

ら新設され、設置箇所が増加しました。今後も、市で推進している小規模多機能自治により、身

近な地域での子どもの居場所が充実するよう働きかけていきます。 

・平成３０年度からＮＰＯ法人による制服リサイクル事業が立ち上がり、困窮世帯に支援が届く仕

組みづくりの取組に市としても協力していきます。 

主要施策３．保護者に対する就労の支援 

 ・ひとり親に対する就職に有利な資格取得を支援するため、高等職業訓練促進事業等の周知・

活用促進に努めていきます。 

 ・ひとり親家庭の保護者の就業状況は、平成３０年実績 95.2％から令和元年度実績見込 98.8％

へと上昇し、ほとんどの保護者が仕事に就いている状況です。就業していない保護者について

は、これまでと同様に母子父子自立支援員とハローワークが連携し定期的に情報交換を行い、

雇用形態の改善に向けた支援に取り組んでいきます。就業できない保護者の背景には心身の

体調不良が多く見られますが、引き続き、きめ細かな就業・生活相談などの自立相談支援の充

実に努めていきます。 

主要施策４．経済的支援 

 ・こども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成により、子育て世帯の経済的負担軽減を図って

います。 

 ・ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するため、児童扶養手当の給付を行っています。 

 ・平成２９年度から義務教育の就学援助費（新入学児童生徒学用品費等）の前倒し支給を実施し、

困窮世帯の適時適切な経済的負担軽減に努めています。 

 ・困窮率の高いひとり親家庭に対し、毎年行っている児童扶養手当の現況届の面談時において

今後も各種支援制度の確実な周知に取り組みます。 
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第１章

１ 計画策定の背景と趣旨

南砺市（以降「本市」という。）では、

関連３法』の成立をうけて、「なんとっ子すくすくプラン（南砺市子ども・子育て支援事

業計画）」（以降「第１期計画」という。）を

この計画は、子ども・子育て支援に係る現在の利用状況や潜在的な利用ニーズを含め

た利用希望を把握した上で、教育・保育や地域子ども・子育て

提供体制の確保の内容等を盛り込んだ５か年計画であり、本市ではこれに基づき、乳幼

児期の教育・保育及び地域の子ども・子育て支援事業に加えて、次世代育成支援

進法に基づく関連施策についても推進してきました。しかし、社会情勢は少子化の流れ

が留まることなく急速に進行し、子どもの貧困問題も表面化したことから、さらなる対

策が求められました。 

国は、201７（平成２９）年

の教育及び保育の重要性に鑑み、子ども・子育て支援法の一部を改正した「子育てのた

めの施設等利用給付」を創設し、利用者負担を無償化する

れらにより、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を始めとする総合的な少子化対

推進されました。 

これを受け本市では、第１期

期市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』の算出等の考え方」に準

じ、前年度に実施した利用者のアンケート結果を踏まえながら

る利用ニーズを含めた利用希望等を見直しました。その上で「子ども・子育て会議」等

で議論を重ね、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の見込量などを勘案した結果、

保育の受け皿の拡大や保育の質の確保などの提供体制の充実を盛り込んだ「なんとっ子

すくすくプラン（第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画）」（以降「本計画」という。）

を策定しました。 

本計画では、「幼児教育・保育

社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含めたすべての子どもに向けた質の

い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を推進するとともに、次世代育成支援

策推進法による関連施策を計画的に実施し、

「子どもの最善の利益」が実現される事業展開を目指します。
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計画策定にあたって 

計画策定の背景と趣旨

南砺市（以降「本市」という。）では、2012（平成24）年８月の『子ども・子育て

成立をうけて、「なんとっ子すくすくプラン（南砺市子ども・子育て支援事

期計画」という。）を2014（平成26）年度に策定しました。

この計画は、子ども・子育て支援に係る現在の利用状況や潜在的な利用ニーズを含め

た利用希望を把握した上で、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、

提供体制の確保の内容等を盛り込んだ５か年計画であり、本市ではこれに基づき、乳幼

児期の教育・保育及び地域の子ども・子育て支援事業に加えて、次世代育成支援

進法に基づく関連施策についても推進してきました。しかし、社会情勢は少子化の流れ

が留まることなく急速に進行し、子どもの貧困問題も表面化したことから、さらなる対

）年６月に「子育て安心プラン」を公表するとともに幼児期

の教育及び保育の重要性に鑑み、子ども・子育て支援法の一部を改正した「子育てのた

めの施設等利用給付」を創設し、利用者負担を無償化するなどの措置を講じました。こ

れらにより、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を始めとする総合的な少子化対

第１期計画の施策・事業の進捗評価等を行うとともに、「第

期市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』の算出等の考え方」に準

利用者のアンケート結果を踏まえながら子ども・子育て支援に係

る利用ニーズを含めた利用希望等を見直しました。その上で「子ども・子育て会議」等

で議論を重ね、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の見込量などを勘案した結果、

保育の受け皿の拡大や保育の質の確保などの提供体制の充実を盛り込んだ「なんとっ子

期南砺市子ども・子育て支援事業計画）」（以降「本計画」という。）

・保育の無償化」等の少子化対策を確実に実施できるよう、

社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含めたすべての子どもに向けた質の

い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を推進するとともに、次世代育成支援

推進法による関連施策を計画的に実施し、本市に居住する子どもやその家族にとって

「子どもの最善の利益」が実現される事業展開を目指します。

）年８月の『子ども・子育て

成立をうけて、「なんとっ子すくすくプラン（南砺市子ども・子育て支援事

）年度に策定しました。

この計画は、子ども・子育て支援に係る現在の利用状況や潜在的な利用ニーズを含め

支援事業の量の見込み、

提供体制の確保の内容等を盛り込んだ５か年計画であり、本市ではこれに基づき、乳幼

児期の教育・保育及び地域の子ども・子育て支援事業に加えて、次世代育成支援対策推

進法に基づく関連施策についても推進してきました。しかし、社会情勢は少子化の流れ

が留まることなく急速に進行し、子どもの貧困問題も表面化したことから、さらなる対

月に「子育て安心プラン」を公表するとともに幼児期

の教育及び保育の重要性に鑑み、子ども・子育て支援法の一部を改正した「子育てのた

の措置を講じました。こ

れらにより、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を始めとする総合的な少子化対策が

計画の施策・事業の進捗評価等を行うとともに、「第２

期市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』の算出等の考え方」に準

子ども・子育て支援に係

る利用ニーズを含めた利用希望等を見直しました。その上で「子ども・子育て会議」等

で議論を重ね、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の見込量などを勘案した結果、

保育の受け皿の拡大や保育の質の確保などの提供体制の充実を盛り込んだ「なんとっ子

期南砺市子ども・子育て支援事業計画）」（以降「本計画」という。）

の無償化」等の少子化対策を確実に実施できるよう、

社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含めたすべての子どもに向けた質の高

い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を推進するとともに、次世代育成支援対

本市に居住する子どもやその家族にとって



２ 計画の位置づけ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第

基本指針に即して、策定するものです。

また、2014（平成26）年４月に改正次世代育成支援対策推進法が成立し法の有効期

限が10年間延長されたため、これまで

踏まえながら、子ども・子育て支援に係る様々な分野の施策を総合的・一体的に進める

ため、既存計画との整合性を図って推進していきます。

３ 他計画との関係 

本計画を策定するにあたっては、上位計画である「南砺市総合計画」のもと、関連す

る「南砺市教育振興基本計画」「南砺市子ども貧困支援計画」

砺市障がい者計画」「南砺市障が

活動推進計画」「南砺市男女共同参画推進プラン」「南砺市環境基本計画」「南砺市食育推

進計画」との整合性を図るよう努めました。

国 

○子ども・子育て関連３法 

○少子化社会対策基本法 

○次世代育成支援対策推進法 

○児童福祉法 

富山県 

○子育て支援・少子化対策条例

○かがやけ とやまっ子 みらい

プラン 

○健康増進計画 

○ひとり親家庭等自立促進計画

○障害者計画 
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本計画は、「子ども・子育て支援法」第61条第１項に基づく計画として、国の定めた

基本指針に即して、策定するものです。

）年４月に改正次世代育成支援対策推進法が成立し法の有効期

年間延長されたため、これまで本市が取り組んできた次世代育成支援行

踏まえながら、子ども・子育て支援に係る様々な分野の施策を総合的・一体的に進める

ため、既存計画との整合性を図って推進していきます。

本計画を策定するにあたっては、上位計画である「南砺市総合計画」のもと、関連す

「南砺市教育振興基本計画」「南砺市子ども貧困支援計画」「南砺市地域福祉計画」「南

障がい福祉計画」「南砺市民健康プラン」「南砺市子ども読書

活動推進計画」「南砺市男女共同参画推進プラン」「南砺市環境基本計画」「南砺市食育推

進計画」との整合性を図るよう努めました。

■ 他計画との連携 

子育て支援・少子化対策条例

みらい

ひとり親家庭等自立促進計画

南砺市 

総合計画 

各種事業 

第２期南砺市 
子ども・子育て
支援事業計画 

○南砺市教育振興基本計画

○南砺市子ども貧困支援計画

○南砺市地域福祉計画

○南砺市障がい者計画

○南砺市障がい福祉計画

○南砺市民健康プラン

○南砺市子ども読書活動推進計画

○南砺市男女共同参画推進

○南砺市環境基本計画

○南砺市食育推進計画

条第１項に基づく計画として、国の定めた

）年４月に改正次世代育成支援対策推進法が成立し法の有効期

市が取り組んできた次世代育成支援行動計画も

踏まえながら、子ども・子育て支援に係る様々な分野の施策を総合的・一体的に進める

本計画を策定するにあたっては、上位計画である「南砺市総合計画」のもと、関連す

「南砺市地域福祉計画」「南

福祉計画」「南砺市民健康プラン」「南砺市子ども読書

活動推進計画」「南砺市男女共同参画推進プラン」「南砺市環境基本計画」「南砺市食育推

南砺市教育振興基本計画

貧困支援計画

南砺市地域福祉計画

者計画

福祉計画

プラン

読書活動推進計画

南砺市男女共同参画推進プラン

南砺市環境基本計画

南砺市食育推進計画



４ 計画期間 

本計画の期間は、法に基づき

５年間とし、2019（令和元）年度に策定しました。

2015 
年度 

2016 
年度 

2017 
年度 

南砺市第１期子ども・子育て支援事業計画

５ 制度改正等の内容 

（１）子ども・子育て支援法の改正

2018（平成30）年４月１日施行の「子ども・子育て支援法

により、保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の

上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一

部に充てることとする等の措置を講じました。

2019（令和元）年５月

が成立したことにより、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家

庭の経済的負担の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育・保育等を行

う施設等の利用に関する給付制度の創設等の措置を講じることとなりました。

① 幼児教育・保育の無償化 

2019（令和元）年10月より、３歳から５歳までのすべての子どもに加えて０歳か

ら２歳までの住民税非課税世帯の子どもに対して、保育所・認定こども園

認可外施設等においても費用の無償化を実施すること。

② 放課後児童クラブの受け皿拡大

女性の就業率の上昇等による共働き家庭の「小１の壁」「待機児童」解消を目指し

た新たな目標に向け、放課後児童クラブのさらなる受け皿拡大などの事業整備を行う

とともに、子どもの自主性、社会性のより一層の向上を図りながら子どもの健全な育

成を目的とする放課後児童クラブの役割を徹底すること。

③ 広域調整の促進による待機児童の解消

待機児童の解消に向けた対策として、市町村間で利用者を広域調整するために都道

府県が協議会の設置のまとめ役となり、関係する市町村や保育事業者が参加しながら
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本計画の期間は、法に基づき2020（令和２）年度から2024（令和６）年度までの

（令和元）年度に策定しました。

■ 計画期間 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023
年度

支援事業計画

南砺市第２期子ども・子育て支援事業計画

（１）子ども・子育て支援法の改正

）年４月１日施行の「子ども・子育て支援法の一部を改正

により、保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の

上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一

部に充てることとする等の措置を講じました。

10日には「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」

が成立したことにより、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家

庭の経済的負担の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育・保育等を行

う施設等の利用に関する給付制度の創設等の措置を講じることとなりました。

月より、３歳から５歳までのすべての子どもに加えて０歳か

ら２歳までの住民税非課税世帯の子どもに対して、保育所・認定こども園

においても費用の無償化を実施すること。

放課後児童クラブの受け皿拡大

女性の就業率の上昇等による共働き家庭の「小１の壁」「待機児童」解消を目指し

た新たな目標に向け、放課後児童クラブのさらなる受け皿拡大などの事業整備を行う

とともに、子どもの自主性、社会性のより一層の向上を図りながら子どもの健全な育

成を目的とする放課後児童クラブの役割を徹底すること。

広域調整の促進による待機児童の解消

待機児童の解消に向けた対策として、市町村間で利用者を広域調整するために都道

府県が協議会の設置のまとめ役となり、関係する市町村や保育事業者が参加しながら

（令和６）年度までの

2023
年度

2024 
年度 

ども・子育て支援事業計画

改正する法律」

により、保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の

上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一

日には「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」

が成立したことにより、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家

庭の経済的負担の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育・保育等を行

う施設等の利用に関する給付制度の創設等の措置を講じることとなりました。

月より、３歳から５歳までのすべての子どもに加えて０歳か

ら２歳までの住民税非課税世帯の子どもに対して、保育所・認定こども園・幼稚園や

女性の就業率の上昇等による共働き家庭の「小１の壁」「待機児童」解消を目指し

た新たな目標に向け、放課後児童クラブのさらなる受け皿拡大などの事業整備を行う

とともに、子どもの自主性、社会性のより一層の向上を図りながら子どもの健全な育

待機児童の解消に向けた対策として、市町村間で利用者を広域調整するために都道

府県が協議会の設置のまとめ役となり、関係する市町村や保育事業者が参加しながら



広域での待機児童解消を目指すこと。

（２）基本指針の改正に係る留意事項

制度の施行状況や関連施策の動向を反映させるため、以下の４点が追加されました。

① 幼児教育アドバイザーの配置・確保

幼児教育・保育の質の向上に資するよう、市町村は教育・保育に関する専門性を有

する指導主事・幼児教育アドバイザーの配置・確保等に努めること。

② 幼稚園や保育を必要とする幼児の預かり保育の利用希望への対応

幼稚園の利用希望または保育を必要とする幼児の預かり保育の利用希望に対応でき

るよう、市町村等は適切に量を見込み、確保の内容についても公立幼稚園の入園対象

年齢の引下げ等も含め検討すること。

③ 外国につながる幼児への支援・配慮

国際化の進展に伴って外国につながる幼児の増加が見込まれることを踏まえ、幼児

が円滑な教育・保育等の利用ができるよう、市町村等は保護者及び教育・保育施設等

に対し必要な支援を行うこと。

④ 地域子ども・子育て支援事業の見込量等

・子育て短期支援事業の量の見込みは、ニーズ調査の結果に加え、市町村における児

童虐待相談等から、本事業の活用が想定される数を算出し、量の見込みに加えるな

ど適切な補正を行うこと。

・利用者支援事業の見込みは、地域子育て支援拠点事業にお

て世代包括支援センターの設置を見据えた見込みとなるよう留意すること。

・放課後児童健全育成事業の見込みは、可能な限り学年ごとに量の見込みを算出する

こと。 

（３）児童福祉法改正による社会的養育に関する抜本的な改正

2016（平成28）年６月の改正によって、すべての児童が健全に育成されるよう、

児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策強化を図るため、母子健康包

括支援センターの設置、市町村や児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等を講じ

ることとなりました。また、２

策の強化に向けた緊急総合対策」に基づき、

ち、虐待予防のための早期対応から発生時の迅速な対応、虐待を受けた子どもの自立

支援等に至るまで、切れ目ない支援を受けられる体制の構築を目指すこととなりまし

た。 
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幼児教育アドバイザーの配置・確保

幼児教育・保育の質の向上に資するよう、市町村は教育・保育に関する専門性を有

する指導主事・幼児教育アドバイザーの配置・確保等に努めること。

幼稚園や保育を必要とする幼児の預かり保育の利用希望への対応

幼稚園の利用希望または保育を必要とする幼児の預かり保育の利用希望に対応でき

るよう、市町村等は適切に量を見込み、確保の内容についても公立幼稚園の入園対象

も含め検討すること。

外国につながる幼児への支援・配慮

国際化の進展に伴って外国につながる幼児の増加が見込まれることを踏まえ、幼児

が円滑な教育・保育等の利用ができるよう、市町村等は保護者及び教育・保育施設等

に対し必要な支援を行うこと。

地域子ども・子育て支援事業の見込量等

・子育て短期支援事業の量の見込みは、ニーズ調査の結果に加え、市町村における児

童虐待相談等から、本事業の活用が想定される数を算出し、量の見込みに加えるな

ど適切な補正を行うこと。

・利用者支援事業の見込みは、地域子育て支援拠点事業における量の見込みや、子育

て世代包括支援センターの設置を見据えた見込みとなるよう留意すること。

・放課後児童健全育成事業の見込みは、可能な限り学年ごとに量の見込みを算出する

（３）児童福祉法改正による社会的養育に関する抜本的な改正

）年６月の改正によって、すべての児童が健全に育成されるよう、

児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策強化を図るため、母子健康包

括支援センターの設置、市町村や児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等を講じ

ることとなりました。また、２018（平成30）年７月に示された「児童虐待防止対

策の強化に向けた緊急総合対策」に基づき、すべての子どもが地域でのつながりを持

ち、虐待予防のための早期対応から発生時の迅速な対応、虐待を受けた子どもの自立

支援等に至るまで、切れ目ない支援を受けられる体制の構築を目指すこととなりまし

制度の施行状況や関連施策の動向を反映させるため、以下の４点が追加されました。

幼児教育・保育の質の向上に資するよう、市町村は教育・保育に関する専門性を有

幼稚園の利用希望または保育を必要とする幼児の預かり保育の利用希望に対応でき

るよう、市町村等は適切に量を見込み、確保の内容についても公立幼稚園の入園対象

国際化の進展に伴って外国につながる幼児の増加が見込まれることを踏まえ、幼児

が円滑な教育・保育等の利用ができるよう、市町村等は保護者及び教育・保育施設等

・子育て短期支援事業の量の見込みは、ニーズ調査の結果に加え、市町村における児

童虐待相談等から、本事業の活用が想定される数を算出し、量の見込みに加えるな

ける量の見込みや、子育

て世代包括支援センターの設置を見据えた見込みとなるよう留意すること。

・放課後児童健全育成事業の見込みは、可能な限り学年ごとに量の見込みを算出する

）年６月の改正によって、すべての児童が健全に育成されるよう、

児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策強化を図るため、母子健康包

括支援センターの設置、市町村や児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等を講じ

７月に示された「児童虐待防止対

の子どもが地域でのつながりを持

ち、虐待予防のための早期対応から発生時の迅速な対応、虐待を受けた子どもの自立

支援等に至るまで、切れ目ない支援を受けられる体制の構築を目指すこととなりまし



（４）次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針の改正

① 放課後児童対策の考え方に関する記載の追加

すべての児童の安全・安心な居場所づくりの観点から、小学校の余裕教室等の活用

や教育と福祉との連携方策等について検討しつつ、放課後児童クラブ及び放課後子

も教室を計画的に整備していくことが必要である。

・放課後児童クラブ及び放課後子

・小学校の余裕教室の利用

② 児童虐待防止に関する記載の追加

・児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律

（令和元）年６月19日成立）

・児童の権利擁護 

親権者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならない。児童福祉施設の長等に

ついても同様⇒周知方法等の記載

・児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等

③ 社会的養育の充実（『「都道府県社会的養育推進計画」の策定について』に基づき策定

する旨更新）※児童福祉法と関連

④ 子育て世代包括支援センターや産後ケア、新生児聴覚検査等に関する記載の追加

・妊娠期からの切れ目ない支援を果たす機能

・利用者支援事業 

⑤ 医療的ケア児に関する記載

・医療的ケア児とその保護者のニーズの把握と定量の目標の設定並びにその確保方

についての記載 

⑥ 登下校防犯プランや未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策に関する記載の

追加 

⑦ 良質な住宅の確保に関する記載の更新（住生活基本計画）

⑧ 育児・介護休業法の改正を踏まえた、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環

境の整備に関する記載の充実

・2017（平成29）年10

最長２歳まで取得可能 

仕事と育児の両立支援制度：有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和・子の

護休暇に取得単位の柔軟化・育児休業等の対象となる子の範囲・いわゆるマタハラ、

パタハラなどの防止措置義務の新設

⑨ 働き方改革関連法の成立を踏まえた、多様な労働条件の整備に関する記載の充実

・保育士の処遇改善への対策等
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ての児童の安全・安心な居場所づくりの観点から、小学校の余裕教室等の活用

や教育と福祉との連携方策等について検討しつつ、放課後児童クラブ及び放課後子

教室を計画的に整備していくことが必要である。

・放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の一体的な運営 

・小学校の余裕教室の利用

児童虐待防止に関する記載の追加

・児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律

日成立）

親権者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならない。児童福祉施設の長等に

ついても同様⇒周知方法等の記載

・児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等

社会的養育の充実（『「都道府県社会的養育推進計画」の策定について』に基づき策定

する旨更新）※児童福祉法と関連

子育て世代包括支援センターや産後ケア、新生児聴覚検査等に関する記載の追加

妊娠期からの切れ目ない支援を果たす機能

医療的ケア児に関する記載

・医療的ケア児とその保護者のニーズの把握と定量の目標の設定並びにその確保方

登下校防犯プランや未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策に関する記載の

良質な住宅の確保に関する記載の更新（住生活基本計画）

育児・介護休業法の改正を踏まえた、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環

境の整備に関する記載の充実

10月1日施行、改正育児・介護休業法 

育児の両立支援制度：有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和・子の

休暇に取得単位の柔軟化・育児休業等の対象となる子の範囲・いわゆるマタハラ、

どの防止措置義務の新設

働き方改革関連法の成立を踏まえた、多様な労働条件の整備に関する記載の充実

・保育士の処遇改善への対策等

（４）次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針の改正

ての児童の安全・安心な居場所づくりの観点から、小学校の余裕教室等の活用

や教育と福祉との連携方策等について検討しつつ、放課後児童クラブ及び放課後子ど

・児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律（2019

親権者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならない。児童福祉施設の長等に

社会的養育の充実（『「都道府県社会的養育推進計画」の策定について』に基づき策定

子育て世代包括支援センターや産後ケア、新生児聴覚検査等に関する記載の追加

・医療的ケア児とその保護者のニーズの把握と定量の目標の設定並びにその確保方策
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育児・介護休業法の改正を踏まえた、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環

育児の両立支援制度：有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和・子の看

休暇に取得単位の柔軟化・育児休業等の対象となる子の範囲・いわゆるマタハラ、

働き方改革関連法の成立を踏まえた、多様な労働条件の整備に関する記載の充実



６ 計画の策定体制と市民意見の反映

本計画を策定するにあたり、庁内の関係部署と協議・調整を行いながら相互に連携を

図りました。また、「南砺市子ども・子育て会議」を

に計画に対する意見を求めるとともに、

護者及び妊産婦を対象としたアンケート形式のニーズ調査やパブリックコメントを通し

て得られた子育てに関わっている市民やそれを支援している関係者の意見を考察し、計

画に反映しました。 

本計画については、市のホームページや情報公開コーナーなどを通して住民への周知

を図ります。 

７ 県や近隣市町村との連携

子ども・子育て支援事業のニーズ量の設定や確保策の検討にあたっては、庁内の関係

部署及び県と協議・調整を行いなが

ました。また、近隣市町村間の連携を図る上では、必要に応じて県が広域調整を行うこ

ととなっていることから、県と恒常的な情報交換や必要な支援を受け、連携を図りまし

た。 

子ども・子育て支援の実施については、市民が希望するサービスを利用できるよう、

地域の資源を有効に活用し、地域の実情に応じた市町村域を超えたサービスの利用や、

個々のサービスの特性に留意する必要があるため、近隣市町村や保育事業者等との連携

に努めました。 
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個々のサービスの特性に留意する必要があるため、近隣市町村や保育事業者等との連携
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６～11歳 児童（０～11歳）の割合

子ども・子育て支援の現状と課題

本市における人口と子ども人口の状況

子ども人口の推移

（平成22）年以降、減少し続けています。３階級別人口をみる

）年以降老年人口（65歳以上）は１割増加、生産年齢人口（

歳）、年少人口（０～14歳）は約２割減少しています。 

■ ３階級別人口の推移 

資料：住民基本台帳（各年３月

子ども人口（就学前児童及び小学生）もまた、2010（平成22）年以降減少してい

ることから、総人口に対する児童（０～11歳）の割合は徐々に低下しています。

■ 子ども人口の推移 

割合は総人口に占める児童の割合 

資料：住民基本台帳（各年３月
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子ども・子育て支援の現状と課題

）年以降、減少し続けています。３階級別人口をみる

歳以上）は１割増加、生産年齢人口（15

資料：住民基本台帳（各年３月31日） 

）年以降減少してい

歳）の割合は徐々に低下しています。

資料：住民基本台帳（各年３月31日） 
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さらに就学前児童（０～５歳）の１歳階級別人口推移をみると、いずれの年齢も年

度ごとに増減はあるものの、

減少傾向にあり、全体では469

程度増加するものの、全体的には減少傾向にあります。０歳児人口・生産年齢人口（

～64歳）がともに減少していることから今後も児童数の減少は続くものと見込まれま

す。 

（２）合計特殊出生率の推移

本市の合計特殊出生率は、

く上昇と低下を繰り返しており、

の、県の値より低くなっています。
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さらに就学前児童（０～５歳）の１歳階級別人口推移をみると、いずれの年齢も年

度ごとに増減はあるものの、2010（平成22）年から2019（平成31

469人（19.9％減）減少しています。０歳児は３年に１回

程度増加するものの、全体的には減少傾向にあります。０歳児人口・生産年齢人口（

歳）がともに減少していることから今後も児童数の減少は続くものと見込まれま

■ ０～５歳児の人口推移 

資料：住民基本台帳（各年３月

（２）合計特殊出生率の推移

本市の合計特殊出生率は、2010（平成22）年から2017（平成29

く上昇と低下を繰り返しており、2017（平成29）年では全国値を上回っているもの

の、県の値より低くなっています。

■ 合計特殊出生率の推移 

資料：「厚生労働省人口動態統計」及び「富山県人口動態統計
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２ 子育て家庭の状況 

（１）子育て世帯の推移 

2005（平成17）年から

世帯は緩やかな減少傾向にありますが、６歳未満親族のいる世帯、

る世帯はともに約２割減少しています。

■ 子育て世帯（

また、ひとり親世帯の推移をみると、男親・女親と子どもから成る世帯はともに増

加しています。特に女親世帯の増加の幅が大きい状況です。
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）年から2015（平成27）年の子育て世帯の推移をみると、一般

世帯は緩やかな減少傾向にありますが、６歳未満親族のいる世帯、18歳未満親族のい

る世帯はともに約２割減少しています。

子育て世帯（18歳未満の子どもがいる世帯）の推移 

資料：国勢調査

また、ひとり親世帯の推移をみると、男親・女親と子どもから成る世帯はともに増

加しています。特に女親世帯の増加の幅が大きい状況です。

■ ひとり親世帯の推移 

資料：国勢調査
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資料：国勢調査
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資料：国勢調査
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（２）子育て世帯の子どもの人数と主な保育者

調査結果から子育て世帯の子どもの人数をみると、就学前児童の世帯では「２人」、

「１人」、「３人」の順、小学生の世帯では「２人」、「３人」、「１人」の順とな

り、「２人」以上の世帯の割合は、就学前児童で

の世帯が15.3
ポイ

ント高くなっています。

前回調査（Ｈ25）と比較すると、就学前児童・小学生ともに、子育て世帯の子ども

の人数は５年間で大きな変化はない状況です。

 《Ｈ25 調査（就学前児童）》

 《Ｈ25 調査（小学生）》

１

22.9%

２人

42.8%
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0.6%

６人以上

0.1%

無回答

8.6%
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n=1,146

１人

18.0%

２人

48.4%

３人

27.4%

４人

4.1%

５人

0.6%

６人以上

0.0%
無回答

1.5%

小学生

n=1,703
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（２）子育て世帯の子どもの人数と主な保育者の状況

調査結果から子育て世帯の子どもの人数をみると、就学前児童の世帯では「２人」、

「１人」、「３人」の順、小学生の世帯では「２人」、「３人」、「１人」の順とな

り、「２人」以上の世帯の割合は、就学前児童で68.0％、小学生で83.3

高くなっています。

）と比較すると、就学前児童・小学生ともに、子育て世帯の子ども

の人数は５年間で大きな変化はない状況です。

■ 子育て世帯の子ども人数 

調査（就学前児童）》 《Ｈ30 調査（就学前児童）》

調査（小学生）》 《Ｈ30 調査（小学生）》

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果
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小学生

n=1,026

人

18.0%

人

48.4%

無回答

1.5%
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「１人」、「３人」の順、小学生の世帯では「２人」、「３人」、「１人」の順とな

83.3％と小学生

）と比較すると、就学前児童・小学生ともに、子育て世帯の子ども
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2.7

1.5

10.8

5.0

0.3

0%

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

無回答

就学前児童の世帯で日常的に子育てに関わっている方（施設含む）をみると、「父

母ともに」（67.8％）の割合が最も高く、次いで「保育所」（

ます。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、５年間で大きな変化はない状況です。

■

 《Ｈ25

主な親族等協力者が「いずれもいない」と回答した割合は、

前回調査（Ｈ25）と比較すると、５年間で大きな変化はない状況です。
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日常的に子どもを預けられる
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無回答
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）と比較すると、５年間で大きな変化はない状況です。

■ 日常的に子育てに関わっている方 

25 調査》 《Ｈ30 調査》 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

主な親族等協力者が「いずれもいない」と回答した割合は、5.5％となっています。

）と比較すると、５年間で大きな変化はない状況です。

■ 主な親族等協力者の状況 

25 調査》 《Ｈ30 調査》 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果
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３ 保護者の就労・育児休業制度利用の状況

（１）本市の就労率 

本市の2015（平成27）年までの

下、女性は2010（平成22

やや上昇しています。 

女性の年齢別労働力率をみると、結婚・育児（子育て）期間中の離職により通常割

合が大きく低下する30～39

超え、全国平均の72.4％よりも

期間でも就労できる環境整備の成果がうかがえます。
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保護者の就労・育児休業制度利用の状況

）年までの15歳以上の就労率をみると、男性の就

22）年まで低下しているものの、2015（平成

■ 男女別就業率の推移 

資料：国勢調査

女性の年齢別労働力率をみると、結婚・育児（子育て）期間中の離職により通常割

39歳においても、本市ではやや低下しているものの８割を

％よりも高くなっています。これは、子どもの育児（子育て）

できる環境整備の成果がうかがえます。

■ 女性の年齢別労働力率 

資料：国勢調査
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（平成27）年には
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42.1 

44.7 

0% 25%

Ｈ25調査

n=1,146

Ｈ30調査

n=  968

フルタイムで就労しており

産休・育休・介護休業中

パート・アルバイト等で

産休・育休・介護休業中

以前は就労していたが、

現在は就労していない

無回答
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56.4 

0% 25%

Ｈ25調査
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Ｈ30調査

n=1,026
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以前は就労していたが、

現在は就労していない

無回答

（２）母親の就労状況 

母親の就労状況をみると、「フルタイムで就労している」「パート・アルバイト等

で就労している」を合わせた現在就労している方は、就学前児童で

91.2％となっています。そのうち産休・育休・介護休業を取得中の方は、就学前児童

で13.3％、小学生では2.8

前回調査（Ｈ25）と比較すると、就労している母親の割合は、就学前児童で

小学生で1.8
ポイ

ント高くなっています。また、産休・育休・介護休業を取得中の母親の割合

も就学前児童では4.3
ポイ

ント高くなっています。
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小学生 
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母親の就労状況をみると、「フルタイムで就労している」「パート・アルバイト等

で就労している」を合わせた現在就労している方は、就学前児童で88.5

％となっています。そのうち産休・育休・介護休業を取得中の方は、就学前児童

2.8％となっています。 
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高くなっています。

■ 母親の就労状況 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果
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5.8 

0.4 

0.7 

3.1 

2.4 

100%

しているが、

母親の就労状況をみると、「フルタイムで就労している」「パート・アルバイト等

88.5％、小学生で

％となっています。そのうち産休・育休・介護休業を取得中の方は、就学前児童

）と比較すると、就労している母親の割合は、就学前児童で7.6
ポイ

ント、

高くなっています。また、産休・育休・介護休業を取得中の母親の割合

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果



母親の１週当たりの就労日数をみると、就学前児童・小学生ともに「５日」（

75.4％）の割合が最も高くなっています。

前回調査（Ｈ25）と比較すると、５年間で大きな変化はない状況です。

■

0.3 0.3
0.1 0.6

0%

25%

50%

75%

100%

１日 ２日

Ｈ25調査

n=927

Ｈ30調査

n=857

就学前児童 

0.2 0.50.1 0.4

0%

25%

50%

75%

100%

１日 ２日

Ｈ25調査

n=1,522

Ｈ30調査

n=  935

小学生 
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母親の１週当たりの就労日数をみると、就学前児童・小学生ともに「５日」（

％）の割合が最も高くなっています。

）と比較すると、５年間で大きな変化はない状況です。

■ 母親の就労日数（１週当たり） 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

75.8 74.9

３日 ４日 ５日 ６日以上

調査

1.6
5.7

74.4

2.0
7.0

75.4

３日 ４日 ５日 ６日以上

調査

母親の１週当たりの就労日数をみると、就学前児童・小学生ともに「５日」（74.9％・

）と比較すると、５年間で大きな変化はない状況です。

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

0.9 1.4

無回答

0.7 1.3

無回答



母親の出勤時間は、就学前児童・小学生ともに「８時台」（

割合が最も高く、次いで「７時台」（

前回調査（Ｈ25）と比較すると、就学前児童・小学生ともに「７時台」「８時台」

に出勤する母親の割合はやや高くなっているものの、大きな変化はない状況です。

0.2 1.50.4 2.1

0%

25%

50%

75%

100%

６時より前 ６時台

就学前児童 

0.6 1.10.9 1.6

0%

25%

50%

75%

100%

６時より前 ６時台

小学生 

19

母親の出勤時間は、就学前児童・小学生ともに「８時台」（40.4％・

割合が最も高く、次いで「７時台」（39.9％・40.9％）となっています。

）と比較すると、就学前児童・小学生ともに「７時台」「８時台」

に出勤する母親の割合はやや高くなっているものの、大きな変化はない状況です。

■ 母親の出勤時間 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

38.7 39.3

8.7
4.3

39.9 40.4

8.4
2.1

７時台 ８時台 ９時台 10時以降

Ｈ25調査

n=927

37.1 38.9

7.2 4.9

40.9 41.3

6.5
3.0

７時台 ８時台 ９時台 10時以降

Ｈ25調査

n=1,522

％・41.3％）の

％）となっています。

）と比較すると、就学前児童・小学生ともに「７時台」「８時台」

に出勤する母親の割合はやや高くなっているものの、大きな変化はない状況です。

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

7.2 6.8

無回答

Ｈ30調査

n=857

10.2
5.9

無回答

Ｈ30調査

n=  935



母親の帰宅時間は、就学前児童では「

次いで「18～19時台」（

合が最も高く、次いで「16

前回調査（Ｈ25）と比較すると、「

児童では6.7
ポイ

ント、小学生では

3.1

13.3

2.6

11.2

0%

25%

50%

75%

100%

12時より前 12～15

時台

就学前児童 

6.8
12.7

4.0
10.1

0%

25%

50%

75%

100%

12時より前 12～15

時台

小学生 

20

母親の帰宅時間は、就学前児童では「16～17時台」（38.4％）の割合が最も高く、

時台」（36.3％）、小学生では「18～19時台」（39.4

16～17時台」（35.5％）となっています。 

）と比較すると、「16～17時台」に帰宅する母親の割合が就学前

、小学生では8.0
ポイ

ント高くなっています。 

■ 母親の帰宅時間 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

31.7

39.3

3.8 1.5

38.4 36.3

4.1
0.7

16～17

時台

18～19

時台

20～21

時台

22時以降

Ｈ25調査

n=927

36.3

5.3
1.1

35.5
39.4

4.4
0.7

16～17

時台

18～19

時台

20～21

時台

22時以降

Ｈ25調査

n=1,522

％）の割合が最も高く、

39.4％）の割

時台」に帰宅する母親の割合が就学前

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

7.3 6.8

無回答

Ｈ30調査

n=857

10.2
6.0

無回答

Ｈ30調査

n=  935



16.3 

5.7 42.9 

0% 25%

Ｈ25調査

n=203

Ｈ30調査

n=105

子育てや家事などに

専念したい

（就労の予定はない）

24.8 

22.7 

0% 25%

Ｈ25調査

n=129

Ｈ30調査

n= 66

子育てや家事などに

専念したい

（就労の予定はない）

現在就労していない母親の今後の就労意向をみると、「すぐにでも、もしくは１年

以内に就労したい」母親は、就学前児童では

ます。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」

母親は、就学前児童では5.9

学前児童では「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」母親の割合が

10.6
ポイ

ント低くなっています。

■ 就労していない母親の今後の就労意向

就学前児童 

小学生 

21

30.5 

42.9 

36.0 

41.9 

50% 75%

１年より先、一番下の

子どもが□□歳に

なったころに就労したい

すぐにでも、

もしくは１年以内に

就労したい

16.3 

30.3 

43.4 

30.3 

50% 75%

１年より先、一番下の

子どもが□□歳に

なったころに就労したい

すぐにでも、

もしくは１年以内に

就労したい

現在就労していない母親の今後の就労意向をみると、「すぐにでも、もしくは１年

以内に就労したい」母親は、就学前児童では41.9％、小学生では30.3

）と比較すると、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」

5.9
ポイ

ント高く、小学生では13.1
ポイ

ント低くなっています。また、就

学前児童では「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」母親の割合が

就労していない母親の今後の就労意向

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

17.2 

9.5 

100%

無回答

15.5 

16.7 

100%

無回答

現在就労していない母親の今後の就労意向をみると、「すぐにでも、もしくは１年

30.3％となってい

）と比較すると、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」

低くなっています。また、就

学前児童では「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」母親の割合が

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果



36.4 

30.1 

0% 25%

Ｈ25調査

n=1,146

Ｈ30調査

n=  968

働いていなかった

0.5 

1.0 

0.7 

2.3 

0% 25%

Ｈ25調査

n=1,146

Ｈ30調査

n=  968

働いていなかった

（３）育児休業制度利用の状況

育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」母親は

一方、父親は2.3％となっています。

前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「取得した（取得中である）」母親は

くなっています。 

就学前児童（母親） 

就学前児童（父親） 

22

48.7 

58.0 

50% 75%

取得した

（取得中である）

取得して

いない

無回答

82.9 

84.6 

50% 75%

取得した

（取得中である）

取得して

いない

無回答

（３）育児休業制度利用の状況

育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」母親は

％となっています。

）との比較をみると、「取得した（取得中である）」母親は

■ 育児休業制度の利用状況 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

13.2 

11.2 

1.7 

0.8 

100%

無回答

15.9 

12.1 

100%

無回答

育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」母親は58.0％、

）との比較をみると、「取得した（取得中である）」母親は9.3
ポイ

ント高

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果



0.0 
3.3 

9.6 

0.0 1.5 
4.7 

0%

25%

50%

75%

100%

0ヶ月 1～

3ヶ月

4～

6ヶ月

30.1 

31.2 

0% 25%

Ｈ25調査

n=481

Ｈ30調査

n=471

利用する必要がなかった

（フルタイムで働きたかった

もともと短時間勤務だった

母親が育児休業から復帰したときの子どもの実際の月齢をみると、「

（60.1％）の割合が最も高く、次いで「

（7.6％）となっています。

前回調査（Ｈ25）との比較をみると、９ヶ月以下の割合は低くなっているものの、

「10～15ヶ月」までの割合は高くなっていることから、育児休業の取得期間が長く

なっている現状がうかがえます。

■ 育児休業から復帰したときの子どもの実際の月齢

職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況をみると、「利用した」母親は

となっています。 

前回調査（Ｈ25）と比較すると、「利用した」母親の割合は

■ 職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況

就学前児童（母親） 

就学前児童（母親） 

23

10.0 

51.1 

9.1 7.1 6.2 
1.7 4.7 7.6 

60.1 

10.6 
5.5 5.9 

2.1 

7～

9ヶ月

10～

12ヶ月

13～

15ヶ月

16～

18ヶ月

19～

30ヶ月

31ヶ

以上

Ｈ25調査

n=481

26.6 

35.2 

39.9 

31.0 

50% 75%

がなかった

きたかった、

だった）

利用した 利用したかったが、

利用しなかった

（利用できなかった）

母親が育児休業から復帰したときの子どもの実際の月齢をみると、「10

％）の割合が最も高く、次いで「13～15ヶ月」（10.6％）、「７～９ヶ月」

％）となっています。

）との比較をみると、９ヶ月以下の割合は低くなっているものの、

ヶ月」までの割合は高くなっていることから、育児休業の取得期間が長く

なっている現状がうかがえます。

育児休業から復帰したときの子どもの実際の月齢

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況をみると、「利用した」母親は

）と比較すると、「利用した」母親の割合は8.6
ポイ

ント高くなっています。

職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

1.9 2.1 1.9 

ヶ月

以上

無回答

Ｈ30調査

n=471

3.3 

2.5 

100%

無回答

10～12ヶ月」

％）、「７～９ヶ月」

）との比較をみると、９ヶ月以下の割合は低くなっているものの、

ヶ月」までの割合は高くなっていることから、育児休業の取得期間が長く

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況をみると、「利用した」母親は35.2%

高くなっています。

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果



1.0 

0.8 

13.6 

*** 

*** 

0.5 

***

0.3 

0.0 

0.0 

0.4 

0.8 

0.4 

0.4 

20.0 

***

***

0.6 

0.7 

0.5 

0.0 

0.1 

1.5 

0.5 

0% 25%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

企業主導型保育施設

その他認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート

・センター事業

その他

無回答

0% 25%

Ｈ25調査

n=1,146

Ｈ30調査

n=  968

利用している

４ 子育て支援事業の利用状況

（１）定期的な教育・保育事業の利用状況

定期的な教育・保育事業を「利用している」就学前児童は

利用している教育・保育事業は、「認可保育所」が

となっています。また、利用を希望する定期的な教育・保育事業は、「認可保育所」が

72.7％、「認定こども園」が

前回調査（Ｈ25）との比較をみると、定期的な教育・保育事業の利用割合は

くなっています。また、利用している教育・保育事業は「認可保育所」「認定こども

園」ともに割合が高くなっています。

■

 ■ 利用している定期的な教育・保育事業

就学前児童 

24

68.6 

13.6 

76.4 

20.0 

25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=1,146

Ｈ30調査

n=  850

11.3 

4.9 

23.5 

8.1 

2.4 

4.1 

***

0.7 

1.8 

5.9 

1.7 

3.4 

6.3 

3.2 

28.9 

6.2 

1.3 

2.1 

0.5 

3.7 

2.0 

4.1 

1.2 

3.3 

0% 25% 50% 75%

Ｈ

n=1,146

Ｈ

n=  968

85.3 

87.8 

50% 75%

している 利用していない 無回答

子育て支援事業の利用状況

（１）定期的な教育・保育事業の利用状況

定期的な教育・保育事業を「利用している」就学前児童は87.8％となっています。

利用している教育・保育事業は、「認可保育所」が76.4％、「認定こども園」が

となっています。また、利用を希望する定期的な教育・保育事業は、「認可保育所」が

％、「認定こども園」が28.9％と、実際の利用割合との差は大きくありません。

）との比較をみると、定期的な教育・保育事業の利用割合は

くなっています。また、利用している教育・保育事業は「認可保育所」「認定こども

園」ともに割合が高くなっています。

定期的な教育・保育事業の利用状況 

利用している定期的な教育・保育事業 ■ 利用を希望する定期的な教育・保育事業

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

71.4 
72.7 

75% 100%

Ｈ25調査

n=1,146

Ｈ30調査

n=  968

13.5 

11.0 

1.1 

1.2 

100%

％となっています。

％、「認定こども園」が20.0％

となっています。また、利用を希望する定期的な教育・保育事業は、「認可保育所」が

％と、実際の利用割合との差は大きくありません。

）との比較をみると、定期的な教育・保育事業の利用割合は2.5
ポイ

ント高

くなっています。また、利用している教育・保育事業は「認可保育所」「認定こども

利用を希望する定期的な教育・保育事業

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果



子どもの

子育て（教育を含む）をしている方

子育て（教育を含

就労予定がある

子育て（教育を含

家族・親族

子育て（教育を含

子育て（教育を含む）をしている

（２）定期的な教育・保育事業

平日に定期的な教育・保育事業を利用している理由は、「子育て（教育を含む）を

している方が現在就労している」（

達のため」（62.9％）となっています。

前回調査（Ｈ25）と比較すると、「子育て（教育を含む）をしている方が現在就労

している」割合が7.9
ポイ

ント高くなっています。

■ 平日に教育・保育事業を利用

就学前児童 

25

68.9 

80.2 

4.2 

2.0 

0.7 

0.0 

3.3 

1.0 

62.9 

88.1 

4.5 

1.6 

1.5 

0.2 

2.6 

0.9 

0% 25% 50% 75%

どもの教育や発達のため

方が現在就労している

含む）をしている方に

がある／求職中である

含む）をしている方が

親族などを介護している

含む）をしている方に

病気や障害がある

をしている方が学生である

その他

無回答

Ｈ25調査

n=978

Ｈ30調査

n=850

定期的な教育・保育事業の利用理由と未利用理由 

平日に定期的な教育・保育事業を利用している理由は、「子育て（教育を含む）を

している方が現在就労している」（88.1％）が最も高く、次いで「子どもの教育や発

％）となっています。

）と比較すると、「子育て（教育を含む）をしている方が現在就労

高くなっています。

平日に教育・保育事業を利用している理由 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

80.2 

88.1 

100%

調査

調査

平日に定期的な教育・保育事業を利用している理由は、「子育て（教育を含む）を

％）が最も高く、次いで「子どもの教育や発

）と比較すると、「子育て（教育を含む）をしている方が現在就労

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果



利用

子どもの祖父母や

近所の人や父母の友人

利用したいが、保育・教育の事業

利用したいが、経済的な理由で事業

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の

利用したいが、事業の

納得できる

子どもがまだ

（□歳くらいになったら利用しようと

０歳

0.0%

１歳

16.4%

３歳

56.2%

４歳

6.8%

５歳以上

1.4%

無回答

2.7%

就学前児童

n=73

利用していない理由は、「子どもがまだ小さいため」（

次いで「利用する必要がない」（

さいため」と回答した方のうち

前回調査（Ｈ25）との比較をみると、「子どもがまだ小さいため」と回答した方が

教育・保育事業の利用を「１歳」から希望する割合は

用希望が高まっています。

■ 教育・保育事業を利用していない理由

 《Ｈ25 調査》

就学前児童 
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40.0 

27.1 

0.0 

5.2 

7.1 

0.0 

0.6 

47.1 

11.0 

2.6 

38.7 

23.6 

0.0 

2.8 

2.8 

1.9 

0.0 

50.9 

12.3 

1.9 

0% 25% 50% 75% 100%

利用する必要がない

や親戚がみている

・知人がみている

事業に空きがない

事業を利用できない

の条件が合わない

の質や場所など、

できる事業がない

どもがまだ小さいため

しようと考えている）

その他

無回答

Ｈ25調査

n=155

Ｈ30調査

n=106

２歳

16.4%

０歳

0.0%

１

33.3%

２歳

20.4%

３歳

37.0%

４歳

7.4%

５歳以上

0.0%

無回答

1.9%

就学前児童

n=54

利用していない理由は、「子どもがまだ小さいため」（50.9％）の割合が最も高く、

次いで「利用する必要がない」（38.7％）となっています。また、「子どもがまだ小

さいため」と回答した方のうち37.0％は、「３歳」での利用を希望しています。

）との比較をみると、「子どもがまだ小さいため」と回答した方が

教育・保育事業の利用を「１歳」から希望する割合は16.9
ポイ

ント高くなり、低年齢での利

教育・保育事業を利用していない理由

■ 利用を希望する子どもの年齢 

《Ｈ30 調査》

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

100%

１歳

33.3%

％）の割合が最も高く、

％）となっています。また、「子どもがまだ小

％は、「３歳」での利用を希望しています。

）との比較をみると、「子どもがまだ小さいため」と回答した方が

高くなり、低年齢での利

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果



５ 施策事業の進捗評価

第１期南砺市子ども・子育て支援事業計画（次世代育成支援行動計画）

基本目標と154事業により構成され、その結果として、「目標達成できた」

（50.6％）、「推進できた」64事業（

「停滞している」2事業（1.3

ました。 

停滞している事業は、施策「地域における子育て支援」の中の「児童支援サービス事

業（シルバー人材センター事業）」「商店街の空き店舗を利用した子育て支援事業の推進」

の２事業でした。 

事業終了となった事業は、施策「子育て家庭への経済的支

ート購入補助」、施策「地域における子育て支援」の中の「子育てサロンの充実（社会福

祉協議会事業）」の２事業でした。

■

施策名 

計画全体 

基本目標１ 子どもの育ちを支え、
長できるまちづくり 

 (1)多様な生涯学習の推進 

 (2)子育て家庭への経済的支援

 (3)子どもが健全に育つ環境づくり

基本目標２ 人と人との絆が育む、
が暮らしやすいまちづくり

 (1)地域における子育て支援 

(2)要保護児童等への対応などきめ
な取組みの推進 

基本目標３ 子育てと仕事の両立を
心して働けるまちづくり

 (1)職業生活と家庭生活の両立

基本目標４ 南砺の風土、自然、文化
こどもたちが健やかに
くり 

 (1)母性と乳幼児等の健康の確保

(2)子どもの心身の健やかな成長
環境の整備 

基本目標５ 地域の優しいまなざしに
て、子どもたちが安全
づくり 

 (1)子育てを支援する生活環境の

 (2)子ども等の安全の確保 

※複数の基本目標・主要施策に重複して掲載している事業は、最初に掲載された基本目標に

計上しています。 
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の進捗評価

南砺市子ども・子育て支援事業計画（次世代育成支援行動計画）

事業により構成され、その結果として、「目標達成できた」

事業（41.6％）、「計画当初と同じであった」８事業（

1.3％）、「事業終了」2事業（1.3％）という進捗評価となり

停滞している事業は、施策「地域における子育て支援」の中の「児童支援サービス事

業（シルバー人材センター事業）」「商店街の空き店舗を利用した子育て支援事業の推進」

事業終了となった事業は、施策「子育て家庭への経済的支援」の中の「チャイルドシ

ート購入補助」、施策「地域における子育て支援」の中の「子育てサロンの充実（社会福

祉協議会事業）」の２事業でした。

第１期計画における施策の進捗評価 

事業数
目標 
達成 

推進 
現状 
維持 

停滞

154 78 64 8

安心して成
43 25 15 2

19 12 6 1

12 7 4 0

づくり 12 6 5 1

子育て家庭
らしやすいまちづくり

32 18 11 0

14 5 6 0

などきめ細やか
18 13 5 0

を支援し、安
けるまちづくり

17 9 8 0

17 9 8 0

文化のなかで、
やかに育つまちづ 37 18 15 4

確保 22 11 7 4

成長に資する
15 7 8 0

しいまなざしに見守られ
安全に育つまち 25 8 15 2

の整備 18 6 10 2

7 2 5 0

※複数の基本目標・主要施策に重複して掲載している事業は、最初に掲載された基本目標に

では、５つの

事業により構成され、その結果として、「目標達成できた」78事業

％）、「計画当初と同じであった」８事業（5.2％）、

％）という進捗評価となり

停滞している事業は、施策「地域における子育て支援」の中の「児童支援サービス事

業（シルバー人材センター事業）」「商店街の空き店舗を利用した子育て支援事業の推進」

援」の中の「チャイルドシ

ート購入補助」、施策「地域における子育て支援」の中の「子育てサロンの充実（社会福

停滞 終了 

2 2

0 1

0 0

0 1

0 0

2 1

2 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

※複数の基本目標・主要施策に重複して掲載している事業は、最初に掲載された基本目標に



６ 第１期の振り返りと

統計データやアンケートによる調査結果を踏まえて、第１期計画の基本目標ごとに

り返りと課題を整理しました。

基本目標Ⅰ 子どもの育ちを支え、安心して成長できるまちづくり

○子どもの成長を連続して見守っていくため幼・保・小の連携が重要であり、「幼・保・

小連絡会」の開催による情報交換や保育士と教員の相互交流

ターの配置などに取り組み、スムーズな就学や学校生活へ結びつけることができまし

た。 

○子育て家庭への経済的な支

医療費助成、就学援助事業、ひとり親家庭への入学祝

助などを実施してきました。

○子どもが健全に育つ環境づくりを目指し、

ポーツを通じた活動の充実に取り組んできました。

【課題】 

○調査結果では、本市の子育て環境や支援に対して、

学生の保護者40.4％からは概ね評価されていると言えます。一方で

台が、満足度が低いと回答していることから、多様化するすべての保護者の視点に立

った施策展開の検討が必要です。

○人間形成の基礎となる重要な乳幼児期にふさわしい教育・保育の質を高めるため、カ

リキュラムの充実や保育士研修等

や地域と共有することで、ともに子どもの育ちを支えていくことが重要です。

基本目標Ⅱ 人と人との絆が育む、子育て家庭が暮らしやすいまちづくり

○子育て家庭が地域で安心して子育てができるよう、子育

土・日曜日の開催、ファミリー・サポート・センター事業や臨時保育室の充実に取り

組み、育児の孤立化防止や子どもの預かり支援

○児童虐待が深刻化する中、富山県警察と

護児童対策地域協議会の充実における関係機関の連携強化

を進めてきました。 

○発達に気がかりのある子どもが増えており、教育相談や就学相談の回数を増やすとと

もに、教育、福祉、保健を所管する部局等の連携を強化し、支援体制の充実に取り組

んできました。また、市の

支援が必要な時のノウハウを伝え、教員のサポートを

【課題】 

○調査結果では、就学前児童の子育てに関する親族
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第１期の振り返りと課題の整理 

統計データやアンケートによる調査結果を踏まえて、第１期計画の基本目標ごとに

課題を整理しました。

子どもの育ちを支え、安心して成長できるまちづくり

して見守っていくため幼・保・小の連携が重要であり、「幼・保・

連絡会」の開催による情報交換や保育士と教員の相互交流、早期支援コーディネー

に取り組み、スムーズな就学や学校生活へ結びつけることができまし

子育て家庭への経済的な支援では、出生祝い金や妊産婦・こども・ひとり親家庭等の

事業、ひとり親家庭への入学祝い金や高校生通学定期券購入補

助などを実施してきました。

○子どもが健全に育つ環境づくりを目指し、児童館活動の充実や豊かな自然と文化、ス

ポーツを通じた活動の充実に取り組んできました。

本市の子育て環境や支援に対して、就学前児童の保護者

からは概ね評価されていると言えます。一方で両者

台が、満足度が低いと回答していることから、多様化するすべての保護者の視点に立

った施策展開の検討が必要です。

○人間形成の基礎となる重要な乳幼児期にふさわしい教育・保育の質を高めるため、カ

や保育士研修等が必要です。さらに、その教育・保育の目標を家庭

や地域と共有することで、ともに子どもの育ちを支えていくことが重要です。

人と人との絆が育む、子育て家庭が暮らしやすいまちづくり

子育て家庭が地域で安心して子育てができるよう、子育て支援センターの充実として

、ファミリー・サポート・センター事業や臨時保育室の充実に取り

や子どもの預かり支援に努めてきました。 

○児童虐待が深刻化する中、富山県警察と情報共有に関する協定の締結をはじめ、要保

護児童対策地域協議会の充実における関係機関の連携強化を図り、児童虐待防止対策

発達に気がかりのある子どもが増えており、教育相談や就学相談の回数を増やすとと

もに、教育、福祉、保健を所管する部局等の連携を強化し、支援体制の充実に取り組

市の特別支援教育コーディネーターが全小中学校を巡回して、

ノウハウを伝え、教員のサポートを実施しました。 

○調査結果では、就学前児童の子育てに関する親族・知人等協力者の状況をみると、日

統計データやアンケートによる調査結果を踏まえて、第１期計画の基本目標ごとに振

して見守っていくため幼・保・小の連携が重要であり、「幼・保・

、早期支援コーディネー

に取り組み、スムーズな就学や学校生活へ結びつけることができまし

や妊産婦・こども・ひとり親家庭等の

金や高校生通学定期券購入補

児童館活動の充実や豊かな自然と文化、ス

就学前児童の保護者48.1％、小

両者ともに１割

台が、満足度が低いと回答していることから、多様化するすべての保護者の視点に立

○人間形成の基礎となる重要な乳幼児期にふさわしい教育・保育の質を高めるため、カ

さらに、その教育・保育の目標を家庭

や地域と共有することで、ともに子どもの育ちを支えていくことが重要です。

人と人との絆が育む、子育て家庭が暮らしやすいまちづくり

て支援センターの充実として

、ファミリー・サポート・センター事業や臨時保育室の充実に取り

情報共有に関する協定の締結をはじめ、要保

を図り、児童虐待防止対策

発達に気がかりのある子どもが増えており、教育相談や就学相談の回数を増やすとと

もに、教育、福祉、保健を所管する部局等の連携を強化し、支援体制の充実に取り組

コーディネーターが全小中学校を巡回して、

知人等協力者の状況をみると、日



常的及び緊急時等に親族・知人等の協力が得られない、孤立した子育て環境にいる保

護者は5.5％となっており、また、「祖父母等の親族」や「友人・知人」にみてもらえ

るケースでも、２～３割が「時間的制約や精神的な負担が大きく心配である」と回答

しています。周囲の援助が得られない

対し、個々のニーズに即した子育て支援のあり方を検討する必要があります。

○子育てに関する相談者の状況のうち、気軽に相談できる相手が「いない／ない」と回

答した保護者は4.8％います。気軽に相談できる（相談しやすい）相談体制の整備や

周知、民生委員・児童委員等をはじめとした地域活動のあり方についても検討する必

要があります。 

○相談相手や相談場所としての希望として、身近な地域で気軽に相談できる場所

4%)、同年齢の子どもを持つ者同士の相互の相談・情報交換の機会

どもについて何でも相談できる

利用率の低い地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）の利用率向上のた

め、周知方法や利便性等、利用者の視点に立った事業のあり方について検討が必要で

す。また、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）等を利用した保護者同士

の交流、仲間づくりを支援するなど新たな支援方法の検討も必要です。

基本目標Ⅲ 子育てと仕事の両立を支援し、安心して働けるまちづくり

○多様化する保育ニーズや低年齢化に対応するため、延長保育、休日保育

などの事業を継続して実施

ました。また、保育園の組織力

○男女がともに子育てと仕事を両立し、ワーク・ライフ・バランスを実現していくため、

父親がより主体的に育児に関われるようイクメン応援事業に取り組みました。

○共働き世帯の子育てと仕事の両立を支援するため、

んさん広場推進事業などの子どもの居場所の充実を図りました。

○平成２９年度から「なんと！やさしい子育て応援企業認定制度」を創設し、子育てと

仕事を両立できる職場環境の整備に積極的に取り組む事業者を認定することにより

社会全体で子どもと子育てを応援する意識

【課題】 

○調査結果では、母親の就労割合は、フルタイム、パート・アルバイト等を合わせて、

就学前児童保護者（88.5

成25）年度の前回調査と同様に高い水準で共働き世帯が多い状況です。引き続き、

平日の７時台～1８時台まで預けられる定期的な教育・保育事業の運営や、平日以外

でも預けられる支援体制が必要です。

○多様な教育・保育ニーズへ対応するための質の高い人材の確保が引き続き必要です。

○育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」母親は

29

常的及び緊急時等に親族・知人等の協力が得られない、孤立した子育て環境にいる保

おり、また、「祖父母等の親族」や「友人・知人」にみてもらえ

るケースでも、２～３割が「時間的制約や精神的な負担が大きく心配である」と回答

周囲の援助が得られない、得にくい育児環境にあると思われる保護

対し、個々のニーズに即した子育て支援のあり方を検討する必要があります。

○子育てに関する相談者の状況のうち、気軽に相談できる相手が「いない／ない」と回

％います。気軽に相談できる（相談しやすい）相談体制の整備や

周知、民生委員・児童委員等をはじめとした地域活動のあり方についても検討する必

○相談相手や相談場所としての希望として、身近な地域で気軽に相談できる場所

、同年齢の子どもを持つ者同士の相互の相談・情報交換の機会(３９．７

どもについて何でも相談できる総合的な窓口(３２．８%)となっています。

利用率の低い地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）の利用率向上のた

め、周知方法や利便性等、利用者の視点に立った事業のあり方について検討が必要で

（ソーシャルネットワーキングサービス）等を利用した保護者同士

の交流、仲間づくりを支援するなど新たな支援方法の検討も必要です。

子育てと仕事の両立を支援し、安心して働けるまちづくり

多様化する保育ニーズや低年齢化に対応するため、延長保育、休日保育

などの事業を継続して実施するとともに、令和元年１０月から病児保育事業を開始し

組織力の向上や保育士の専門性の向上に取り組

男女がともに子育てと仕事を両立し、ワーク・ライフ・バランスを実現していくため、

父親がより主体的に育児に関われるようイクメン応援事業に取り組みました。

○共働き世帯の子育てと仕事の両立を支援するため、放課後児童クラブやとやまっ子さ

んさん広場推進事業などの子どもの居場所の充実を図りました。

○平成２９年度から「なんと！やさしい子育て応援企業認定制度」を創設し、子育てと

両立できる職場環境の整備に積極的に取り組む事業者を認定することにより

社会全体で子どもと子育てを応援する意識の醸成に取り組みました。 

調査結果では、母親の就労割合は、フルタイム、パート・アルバイト等を合わせて、

％）、小学生保護者（91.2％）の状況であり、

）年度の前回調査と同様に高い水準で共働き世帯が多い状況です。引き続き、

時台まで預けられる定期的な教育・保育事業の運営や、平日以外

でも預けられる支援体制が必要です。

ーズへ対応するための質の高い人材の確保が引き続き必要です。

○育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」母親は

常的及び緊急時等に親族・知人等の協力が得られない、孤立した子育て環境にいる保

おり、また、「祖父母等の親族」や「友人・知人」にみてもらえ

るケースでも、２～３割が「時間的制約や精神的な負担が大きく心配である」と回答

育児環境にあると思われる保護者に

対し、個々のニーズに即した子育て支援のあり方を検討する必要があります。

○子育てに関する相談者の状況のうち、気軽に相談できる相手が「いない／ない」と回

％います。気軽に相談できる（相談しやすい）相談体制の整備や

周知、民生委員・児童委員等をはじめとした地域活動のあり方についても検討する必

○相談相手や相談場所としての希望として、身近な地域で気軽に相談できる場所(45．

３９．７%)、子

となっています。

利用率の低い地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）の利用率向上のた

め、周知方法や利便性等、利用者の視点に立った事業のあり方について検討が必要で

（ソーシャルネットワーキングサービス）等を利用した保護者同士

多様化する保育ニーズや低年齢化に対応するため、延長保育、休日保育、一時預かり

、令和元年１０月から病児保育事業を開始し

の向上や保育士の専門性の向上に取り組みました。 

男女がともに子育てと仕事を両立し、ワーク・ライフ・バランスを実現していくため、

父親がより主体的に育児に関われるようイクメン応援事業に取り組みました。

放課後児童クラブやとやまっ子さ

○平成２９年度から「なんと！やさしい子育て応援企業認定制度」を創設し、子育てと

両立できる職場環境の整備に積極的に取り組む事業者を認定することにより

調査結果では、母親の就労割合は、フルタイム、パート・アルバイト等を合わせて、

であり、2013（平

）年度の前回調査と同様に高い水準で共働き世帯が多い状況です。引き続き、

時台まで預けられる定期的な教育・保育事業の運営や、平日以外

ーズへ対応するための質の高い人材の確保が引き続き必要です。

○育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」母親は58.0％であ



る一方、父親は2.3％であり、父親が取得することの難しさがうかがえます。

少子化の流れを変えるために今後重要だと思うことは、「出産・育児のための休業・

短時間勤務の普及、子育てに理解のある職場環境の整備」（

ています。 

男性の育児休業取得率の向上や家事・育児等への意識改革を進めるとともに、ワー

ク・ライフ・バランスの実現に向け

○小学生の放課後の過ごし方について、「放課後児童クラブ」に関する保護者の利用希

望をみると、小学校低学年のうちの利用は、就学前児童の保護者

高さがうかがえます。「放課後児童クラブ」、「とやまっ子さんさん広場」、「放課後子

ども教室」のそれぞれの事業の特徴を生かしながら、子どもたちが地域で安全で安心

して過ごすことができる居場所づくりに取り組んでいく必要があります。

また、現在は放課後児童クラブの利用料を無償化している本市においては、質量とも

に健全な事業の運営を維持するためにも、利用者が担える負担額を考慮しつつ、放課

後児童支援員や財源を継続的に確保できるように、今後の事業のあり方についても検

討する必要があります。 

基本目標Ⅳ 南砺の風土、自然、文化のなかで、子どもたちが健やかに育つまちづくり

○妊娠・出産・子育て期を切れ目なく支援するため、

不安や悩み等健康面・精神面に対する相談体制の充実を図りました。

○マイナンバーカードを活用した

やか親子支援事業」を実施し

○南砺市親子支援ポータル「なんとすこやかタウン」の開設や南砺市子育て支援ガイド

ブック「すこやか」の発行など、子育て支援に関する情報の発信の充実に取り組みま

した。 

○乳幼児に接する機会のないまま親になる世代が増えていることから、

てることの意義や子育てに対する理解のため、

しました。 

○生きる力を伸ばすために体験型の活動を中心とした事業を実施し、子どもが主体的に

生きていける知識や技能を身につけられる場の提供に努めました。

【課題】 

○妊娠から産後までの心身ともに不安定になりやすい時期に、安心して出産・子育てが

できるよう、相談支援を一層充実する必要があります。

○育児不安を持つ母親が多くなっていることから、妊娠・出産から子育て期までの切れ

目のない寄り添った支援や専門的な相談機関へのつなぎが必要です。

○子育てに関する情報発信についても強化し、必要な情報が確実に届く体制づくりが重

要です。 
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％であり、父親が取得することの難しさがうかがえます。

少子化の流れを変えるために今後重要だと思うことは、「出産・育児のための休業・

短時間勤務の普及、子育てに理解のある職場環境の整備」（63.8％）で最も高くなっ

男性の育児休業取得率の向上や家事・育児等への意識改革を進めるとともに、ワー

ク・ライフ・バランスの実現に向けて企業や市民に対する理解促進と啓発が必要です。

○小学生の放課後の過ごし方について、「放課後児童クラブ」に関する保護者の利用希

望をみると、小学校低学年のうちの利用は、就学前児童の保護者50.0

「放課後児童クラブ」、「とやまっ子さんさん広場」、「放課後子

ども教室」のそれぞれの事業の特徴を生かしながら、子どもたちが地域で安全で安心

して過ごすことができる居場所づくりに取り組んでいく必要があります。

児童クラブの利用料を無償化している本市においては、質量とも

営を維持するためにも、利用者が担える負担額を考慮しつつ、放課

後児童支援員や財源を継続的に確保できるように、今後の事業のあり方についても検

南砺の風土、自然、文化のなかで、子どもたちが健やかに育つまちづくり

・出産・子育て期を切れ目なく支援するため、母子保健の向上と子育てに関する

不安や悩み等健康面・精神面に対する相談体制の充実を図りました。

○マイナンバーカードを活用した子育てに役立つ情報を配信するサービス

やか親子支援事業」を実施し、楽しく安心感のある子育て環境の提供に努めました。

「なんとすこやかタウン」の開設や南砺市子育て支援ガイド

やか」の発行など、子育て支援に関する情報の発信の充実に取り組みま

○乳幼児に接する機会のないまま親になる世代が増えていることから、子どもを産み育

てることの意義や子育てに対する理解のため、乳幼児と高校生のふれあい事業を実施

○生きる力を伸ばすために体験型の活動を中心とした事業を実施し、子どもが主体的に

生きていける知識や技能を身につけられる場の提供に努めました。

妊娠から産後までの心身ともに不安定になりやすい時期に、安心して出産・子育てが

できるよう、相談支援を一層充実する必要があります。

持つ母親が多くなっていることから、妊娠・出産から子育て期までの切れ

目のない寄り添った支援や専門的な相談機関へのつなぎが必要です。

○子育てに関する情報発信についても強化し、必要な情報が確実に届く体制づくりが重

％であり、父親が取得することの難しさがうかがえます。また、

少子化の流れを変えるために今後重要だと思うことは、「出産・育児のための休業・

％）で最も高くなっ

男性の育児休業取得率の向上や家事・育児等への意識改革を進めるとともに、ワー

市民に対する理解促進と啓発が必要です。

○小学生の放課後の過ごし方について、「放課後児童クラブ」に関する保護者の利用希

50.0％とニーズの

「放課後児童クラブ」、「とやまっ子さんさん広場」、「放課後子

ども教室」のそれぞれの事業の特徴を生かしながら、子どもたちが地域で安全で安心

して過ごすことができる居場所づくりに取り組んでいく必要があります。

児童クラブの利用料を無償化している本市においては、質量とも

営を維持するためにも、利用者が担える負担額を考慮しつつ、放課

後児童支援員や財源を継続的に確保できるように、今後の事業のあり方についても検

南砺の風土、自然、文化のなかで、子どもたちが健やかに育つまちづくり

母子保健の向上と子育てに関する

子育てに役立つ情報を配信するサービス「なんとすこ

て環境の提供に努めました。

「なんとすこやかタウン」の開設や南砺市子育て支援ガイド

やか」の発行など、子育て支援に関する情報の発信の充実に取り組みま

子どもを産み育

乳幼児と高校生のふれあい事業を実施

○生きる力を伸ばすために体験型の活動を中心とした事業を実施し、子どもが主体的に

妊娠から産後までの心身ともに不安定になりやすい時期に、安心して出産・子育てが

持つ母親が多くなっていることから、妊娠・出産から子育て期までの切れ

○子育てに関する情報発信についても強化し、必要な情報が確実に届く体制づくりが重



基本目標Ⅴ 地域の優しいまなざしに見守られて、子どもたちが安全に育つまちづくり

○子どもたちの健やかな体と豊かな心を育てるため、児童館での健全な遊び

良好な都市公園の管理、児童遊具の設置・修繕に対する補助を行い、安全に安心して

遊ぶことができる身近な遊び場の整備に取り組みました。

○通学路を中心とする歩道の整備や道路の拡幅等を実施するとともに、冬季間の通学路

の除雪を徹底し、交通環境の整備に努めました。

○学校、家庭、地域が一体となって交通安全や防犯意識の高揚を図るため、交通安全教

室や防犯訓練の開催、ＰＴＡや地域住民による通学路のパトロールなどを実施しまし

た。 

○学校や保育園等への防犯カメラの設置を推進し、防犯対策の充実を図りました。

【課題】 

○調査結果では、本市が実施している子育てに関する施策の充実度は比較的高いものの、

今後重点的に取り組むべき施策をみると、「身近な子どもの遊び場の提供」と答える

割合が最も高くなっており、身近な遊び場の拡充を検討する
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地域の優しいまなざしに見守られて、子どもたちが安全に育つまちづくり

子どもたちの健やかな体と豊かな心を育てるため、児童館での健全な遊び

良好な都市公園の管理、児童遊具の設置・修繕に対する補助を行い、安全に安心して

遊ぶことができる身近な遊び場の整備に取り組みました。

○通学路を中心とする歩道の整備や道路の拡幅等を実施するとともに、冬季間の通学路

の除雪を徹底し、交通環境の整備に努めました。

○学校、家庭、地域が一体となって交通安全や防犯意識の高揚を図るため、交通安全教

室や防犯訓練の開催、ＰＴＡや地域住民による通学路のパトロールなどを実施しまし

○学校や保育園等への防犯カメラの設置を推進し、防犯対策の充実を図りました。

調査結果では、本市が実施している子育てに関する施策の充実度は比較的高いものの、

今後重点的に取り組むべき施策をみると、「身近な子どもの遊び場の提供」と答える

割合が最も高くなっており、身近な遊び場の拡充を検討する必要があります。

地域の優しいまなざしに見守られて、子どもたちが安全に育つまちづくり

子どもたちの健やかな体と豊かな心を育てるため、児童館での健全な遊びの提供や、

良好な都市公園の管理、児童遊具の設置・修繕に対する補助を行い、安全に安心して

○通学路を中心とする歩道の整備や道路の拡幅等を実施するとともに、冬季間の通学路

○学校、家庭、地域が一体となって交通安全や防犯意識の高揚を図るため、交通安全教

室や防犯訓練の開催、ＰＴＡや地域住民による通学路のパトロールなどを実施しまし

○学校や保育園等への防犯カメラの設置を推進し、防犯対策の充実を図りました。

調査結果では、本市が実施している子育てに関する施策の充実度は比較的高いものの、

今後重点的に取り組むべき施策をみると、「身近な子どもの遊び場の提供」と答える

必要があります。









第３章 

１ 計画の基本理念 

子どもは、社会の大切な宝であり、子育ては未来の本市を支える人材を育てる重要な

営みです。親たちが、夢を抱き、生きがいを感じながら子育てを楽しみ、子どもたちの

笑顔と歓声がこだまする明るい社会は、本市のすべての人たちに共通する願いです。

本市が未来に向かって活力あるまちを維持していくためには、子育て家庭が安心と喜

びをもって子育てができるよう地域全体で応援するという考えに立って、少子化の流れ

を変える取組みを進めなければなりません。家庭や地域において、親から子へ子育ての

喜びや楽しさを伝え、生命を次代に伝え育んでいくこ

本計画では、子どもが育つ環

もと、第１期計画の理念を継承することとします。

したがって、本市の住民すべてが子育てを温かく応援するまちづくりを念頭に、子ど

もの未来をみつめながら、子ども

めのよりよい環境づくりを目指して、基本理念を以下のように設定します。

《基本理念》 

本市のすべての子どもたちが家族や地域に心から祝福され、親たちも子育てを通じて

喜びに満ちた生活を送ることができ、本市で子どもを育てたい、育てて良かったと思え

るようなまちづくりを目指します。

また、少子化に歯止めをかけるためにも

と連携を深め、切れ目ない施策で支援を続ける体制を構

って明るく健やかに育つまちづくりを進めていきます。

子どもたちの明るい未来をともに築き

子育ての喜びや夢を分かちあう
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計画の基本的な考え方 

子どもは、社会の大切な宝であり、子育ては未来の本市を支える人材を育てる重要な

営みです。親たちが、夢を抱き、生きがいを感じながら子育てを楽しみ、子どもたちの

笑顔と歓声がこだまする明るい社会は、本市のすべての人たちに共通する願いです。

本市が未来に向かって活力あるまちを維持していくためには、子育て家庭が安心と喜

びをもって子育てができるよう地域全体で応援するという考えに立って、少子化の流れ

を進めなければなりません。家庭や地域において、親から子へ子育ての

喜びや楽しさを伝え、生命を次代に伝え育んでいくことが大切です。 

本計画では、子どもが育つ環境づくりで重視すべき基本理念は変わらないとの考えの

の理念を継承することとします。

したがって、本市の住民すべてが子育てを温かく応援するまちづくりを念頭に、子ど

もの未来をみつめながら、子どもの最善の利益を第一に考え、豊かな人間として育つた

めのよりよい環境づくりを目指して、基本理念を以下のように設定します。

すべての子どもたちが家族や地域に心から祝福され、親たちも子育てを通じて

喜びに満ちた生活を送ることができ、本市で子どもを育てたい、育てて良かったと思え

るようなまちづくりを目指します。

また、少子化に歯止めをかけるためにも、妊娠・出産から子育て期にかけて関係機関

と連携を深め、切れ目ない施策で支援を続ける体制を構築し、子どもたち

って明るく健やかに育つまちづくりを進めていきます。

子どもたちの明るい未来をともに築き

子育ての喜びや夢を分かちあう まちづくり

子どもは、社会の大切な宝であり、子育ては未来の本市を支える人材を育てる重要な

営みです。親たちが、夢を抱き、生きがいを感じながら子育てを楽しみ、子どもたちの

笑顔と歓声がこだまする明るい社会は、本市のすべての人たちに共通する願いです。

本市が未来に向かって活力あるまちを維持していくためには、子育て家庭が安心と喜

びをもって子育てができるよう地域全体で応援するという考えに立って、少子化の流れ

を進めなければなりません。家庭や地域において、親から子へ子育ての

境づくりで重視すべき基本理念は変わらないとの考えの

したがって、本市の住民すべてが子育てを温かく応援するまちづくりを念頭に、子ど

豊かな人間として育つた

めのよりよい環境づくりを目指して、基本理念を以下のように設定します。

すべての子どもたちが家族や地域に心から祝福され、親たちも子育てを通じて

喜びに満ちた生活を送ることができ、本市で子どもを育てたい、育てて良かったと思え

妊娠・出産から子育て期にかけて関係機関

子どもたちが未来に向か

まちづくり



２ 計画の方向性 

本市では、これまで第１期計画に基づいて、

め、単に子育て負担の軽減を図るというアプローチだけでは

支援や男性を含めた働き方の見直し、若い世代の婚活支援などにも配慮しつつ、

住民の多くが子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育て家庭を支える体制づくり

を目指してきました。 

しかし、依然として出生率の低下という現象は続いている状況であり、子育ての不安

感や負担感を軽減するための施策をさらなる危機感をもって取り組んでいく必要があり

ます。母親の就労率やフルタイム勤務の増加がみられる中、父親のワーク

ランス実現への取組みや家庭での育児・家事時間の伸び悩みなどにより、母親の子育て

負担は増す一方であり、これらの状況を打開するための実効性のある対策が求められて

います。 

また、子ども一人ひとりの幸せを第一に考え、

左右されることなく、子どもたちが心身ともに健やかで

育つための施策の展開や質の高い教育・保育及び子育て支援を提供する

進していく必要があります。

さらに、子育ての出発点は家庭であり、保護者の責任と担うべき役割は大変重要であ

るという基本的な考えのもと、家

に喜びや生きがいを感じることができるよう支援することが必要です。それとともに、

子どもたちの成長にとって家庭だけでなく地域にも大きな役割があり、

然や人材等を中心とする地域資源を活用し、地域住民が子育てへの関心・理解を高め、

地域全体で子育て家庭を支える体制づくりが引き続き求められています。

以上の考えをもとに、本計画では

す。 
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期計画に基づいて、少子化対策への対応を一層進めていくた

を図るというアプローチだけではなく、地域における子育て

支援や男性を含めた働き方の見直し、若い世代の婚活支援などにも配慮しつつ、

住民の多くが子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育て家庭を支える体制づくり

しかし、依然として出生率の低下という現象は続いている状況であり、子育ての不安

感や負担感を軽減するための施策をさらなる危機感をもって取り組んでいく必要があり

率やフルタイム勤務の増加がみられる中、父親のワーク

や家庭での育児・家事時間の伸び悩みなどにより、母親の子育て

負担は増す一方であり、これらの状況を打開するための実効性のある対策が求められて

の幸せを第一に考え、障がいや発達、生まれ育った環境等に

子どもたちが心身ともに健やかで自己肯定感を育みながら

質の高い教育・保育及び子育て支援を提供する環境づくりを推

の出発点は家庭であり、保護者の責任と担うべき役割は大変重要であ

るという基本的な考えのもと、家庭の子育て力を育て、保護者が子育てや子どもの成長

に喜びや生きがいを感じることができるよう支援することが必要です。それとともに、

家庭だけでなく地域にも大きな役割があり、本市の豊かな

や人材等を中心とする地域資源を活用し、地域住民が子育てへの関心・理解を高め、

で子育て家庭を支える体制づくりが引き続き求められています。

以上の考えをもとに、本計画では４つの基本目標を柱として総合的に施策を推進

少子化対策への対応を一層進めていくた

、地域における子育て

支援や男性を含めた働き方の見直し、若い世代の婚活支援などにも配慮しつつ、地域の

住民の多くが子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育て家庭を支える体制づくり

しかし、依然として出生率の低下という現象は続いている状況であり、子育ての不安

感や負担感を軽減するための施策をさらなる危機感をもって取り組んでいく必要があり

率やフルタイム勤務の増加がみられる中、父親のワーク・ライフ・バ

や家庭での育児・家事時間の伸び悩みなどにより、母親の子育て

負担は増す一方であり、これらの状況を打開するための実効性のある対策が求められて

障がいや発達、生まれ育った環境等に

自己肯定感を育みながら幸せに

環境づくりを推

の出発点は家庭であり、保護者の責任と担うべき役割は大変重要であ

庭の子育て力を育て、保護者が子育てや子どもの成長

に喜びや生きがいを感じることができるよう支援することが必要です。それとともに、

本市の豊かな自

や人材等を中心とする地域資源を活用し、地域住民が子育てへの関心・理解を高め、

目標を柱として総合的に施策を推進しま



３ ＳＤＧｓへの取組み

持続可能な開発目標（SDGs）とは、

の後継として、2015（平成27

めの2030アジェンダ」にて記載された

の国際目標です。持続可能な世界を実現するための

成され、地球上の誰一人として取り残さない（

本市においては、令和元年8月に

ら2021年度までの取組みを明らかにした、

の更なる深化～域内外へのブランディング強化と南砺版地域循環共生圏の実装～を策定し

います。本計画においても、SDGs

実現される社会の実現を目指していきます。

SDGsの１７の目標のアイコンとその内容は次のとおりです。

世界中の、あらゆ 
る形の貧困を終わ 
らせる

だれもが平等に質の 

高い教育を受けられ 

るようにし、だれも 

が生涯にわたってあ 

らゆる機会に学習で 

きるようにする

価格が安く、安定的に 

発電でき、持続可能な 

エネルギーをすべて 

の人が使えるように 

する

国内および国家間 
の不平等を是正す 
る

気候変動や、その 
影響を軽減するた 
めに、すぐに行動 
を起こす 

持続可能な開発のため、平 

和でみんなが参加できる 

社会をつくり、すべての 

人が司法（法律に基づい 

た手続き）を利用でき、実 

行できる仕組みをつくる
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み

）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（

27）年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のた

アジェンダ」にて記載された2016（平成28）年から2030（令和

の国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構

成され、地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。

月に2030年のあるべき姿とその実現に向けた

を明らかにした、SDGs未来都市計画「南砺版エコビレッジ事業」

の更なる深化～域内外へのブランディング強化と南砺版地域循環共生圏の実装～を策定し

SDGs未来都市計画とも整合を図りつつ、子どもの最善の利益が

実現される社会の実現を目指していきます。

の１７の目標のアイコンとその内容は次のとおりです。

飢餓をなくし、生きるた 

めに必要な食料を安定し 

て手に入れることのでき 

る権利を保障し、栄養不 

良をなくし、持続可能な 

農業を進める

何歳であっても、健
康で、安心して満足
に暮らせるようにす
る

ジェンダーが平等で 

ある（すべての人が性 

を理由に差別されな 

い）ようにし、女性や 

女の子の権利を守る

水と衛生的な環境を
管理して、だれもが
利用可能な環境を確
保する

みんなが参加できる 

経済の成長を進め、 

すべての人が働きが 

いのある仕事をでき 

るようにする

災害に強いインフラを

つくり、みんなが参加で

きる持続可能な経済発

展を進め、新しい技術を

生み出しやすくする

まちや住んでいる場 

所を、だれもが受け入 

れられ、安全で災害に 

強く、持続可能な場所 

にする

持続可能な方法で生
産し、消費する

持続可能な開発のた 

めに、海や海洋資源を 

守り、持続可能な形で 

利用する

陸の生態系を守り、再生

し、持続可能な方法で利

用する。森林を管理し、

土地の劣化を止め、再生

させ、生物多様性が失わ

れることを防ぐ

目標を達成するため 

に必要な行動や方法 

を強化し、持続可能な 

開発に向けて世界の 

国々が協力する

年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）

月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のた

（令和12）年まで

のターゲットから構

）ことを誓っています。

2019年度か

未来都市計画「南砺版エコビレッジ事業」

の更なる深化～域内外へのブランディング強化と南砺版地域循環共生圏の実装～を策定して

未来都市計画とも整合を図りつつ、子どもの最善の利益が

何歳であっても、健
康で、安心して満足
に暮らせるようにす
る

水と衛生的な環境を
管理して、だれもが
利用可能な環境を確
保する

災害に強いインフラを

つくり、みんなが参加で

きる持続可能な経済発

展を進め、新しい技術を

生み出しやすくする

持続可能な方法で生
産し、消費する

陸の生態系を守り、再生

し、持続可能な方法で利

用する。森林を管理し、

土地の劣化を止め、再生

させ、生物多様性が失わ

れることを防ぐ



４ 計画の基本目標 

基本目標１ 未来をひらく子育ち支援

○幼児教育・保育施設（保育園、認定こども園、幼稚園をいう。）

幼保連携型認定こども園教育・保育要領等の示すところに従い、園児が充実した生活

を展開できるカリキュラム（全体的な計画等）を編成する

また、その計画が円滑に実施できているかを検証、評価して改善を図り、組織的かつ

計画的に教育・保育の質の向上を図る必要があります。

○全国的に保育士等が不足となっている状況にあ

な職員を確保していく必要があります。

研修を経験の浅い職員や臨時職員を含めて計画的に実施し、質の高い保育を確保して

いく必要があります。 

○保育士等の働き方を見直し、

○今後、市立保育園の管理職の対象となる年齢層の職員が少なくなることなどから管理

職への登用のあり方等について検討

○市立保育園の管理・運営への民間活力の導入

研究を継続し、今後の行財政改革や定員適正化等の状況をみながら検討していきます。

基本方針１ 生きる力を育む幼児教育・保育の充実

重点施策１ 幼児教育・保育のカリキュラムの充実

重点施策２ 南砺の風土

基本方針２ 幼児教育・保育を支える人材・組織の育成

重点施策３ 職員の人材確保と資質の向上

重点施策４ 保育園の

基本方針３ 幼・保・小の連携の

重点施策５ 幼・保・小連携事業の推進

※１ 子育ち支援：まず子どもの育ちを中心に捉えて、そのためにはどういう社会をつくって

いくのか。どういう条件整備をすればいいのかを考えていくことです。

子育て支援：子どもを育てる側、親・大人への支援を意味しています。

施策の方向性

現状と課題
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未来をひらく子育ち支援（※１）

（保育園、認定こども園、幼稚園をいう。）は、保育所保育指針、

幼保連携型認定こども園教育・保育要領等の示すところに従い、園児が充実した生活

を展開できるカリキュラム（全体的な計画等）を編成することが必要となっています。

その計画が円滑に実施できているかを検証、評価して改善を図り、組織的かつ

計画的に教育・保育の質の向上を図る必要があります。

不足となっている状況にありますが、子どもの育ちのために必要

していく必要があります。子どもや保護者を支援するための保育士

研修を経験の浅い職員や臨時職員を含めて計画的に実施し、質の高い保育を確保して

の働き方を見直し、より適正な職場の環境整備を図る必要があります。

保育園の管理職の対象となる年齢層の職員が少なくなることなどから管理

職への登用のあり方等について検討することが必要となっています。 

保育園の管理・運営への民間活力の導入や保育園のあり方等については、調査・

後の行財政改革や定員適正化等の状況をみながら検討していきます。

生きる力を育む幼児教育・保育の充実

幼児教育・保育のカリキュラムの充実

南砺の風土や人材を生かした幼児教育・保育の充実

幼児教育・保育を支える人材・組織の育成

職員の人材確保と資質の向上

保育園の組織力向上 

幼・保・小の連携の取組み推進

幼・保・小連携事業の推進

まず子どもの育ちを中心に捉えて、そのためにはどういう社会をつくって

いくのか。どういう条件整備をすればいいのかを考えていくことです。

：子どもを育てる側、親・大人への支援を意味しています。

は、保育所保育指針、

幼保連携型認定こども園教育・保育要領等の示すところに従い、園児が充実した生活

ことが必要となっています。

その計画が円滑に実施できているかを検証、評価して改善を図り、組織的かつ

、子どもの育ちのために必要

子どもや保護者を支援するための保育士等の

研修を経験の浅い職員や臨時職員を含めて計画的に実施し、質の高い保育を確保して

職場の環境整備を図る必要があります。

保育園の管理職の対象となる年齢層の職員が少なくなることなどから管理

等については、調査・

後の行財政改革や定員適正化等の状況をみながら検討していきます。

を生かした幼児教育・保育の充実

まず子どもの育ちを中心に捉えて、そのためにはどういう社会をつくって



基本目標２ 子育てを担う家庭への支援

○妊娠中から産後までの期間は心身ともに不安定になりやすい時期であり、妊娠期から

の支援に重点を置き、子育てを安心してスタートできるよう切れ目のない支援が重要

です。また、不安や悩みを気軽に相談できる体制の充実を図ることが必要です。

○近年の社会経済の変化に伴い、保護者、特に母親の就

っています。また、子どもがまだ小さいため保育園等を利用していない家庭の半数以

上が１・２歳までには、子どもを預けることを希望しています。このため、生涯にわ

たる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性を踏まえて、幼児教育・保育施設

における提供量（受入れ枠）を確保すること及び多様化している子育て支援サービス

の充実を図ることが必要となっています。

○子育て中の保護者の交流の場や子育てに関する相談、情報を提供する子育て支援セン

ターや一時的な預かり等の支援をするファミリー・サポート・センターなどの機能を

充実させ、安心感を持つことができる子育て環境を提供していく必要があります。

○母親への育児負担が依然大きい状況であり、男女がともに子育てを担うことができる

よう、男女の育児に関する意識の醸成が必要です。

○家庭の子育て力の低下が懸念されており、祖父母世代の適切なサポートなどを得なが

ら保護者の子育て力が向上するよう取り組む必要があります。

○子どもを産み育てやすい環境づくりのため、子どもをもつ保護者に対して負担が大き

い保育料や医療費などの経済的負担の支援内容を検討し、子育て家庭への支援の

が求められています。 

基本方針４ 妊娠・出産から子育てへの切れ目ない支援

重点施策６ 安心できる相談体制と子育て情報の発信の充実

重点施策７ 子どもや家庭における健康の確保

基本方針５ 家庭の子育て力を支援

重点施策８ 多様化する働き方やニーズに対応した幼児教育・保育サービスの充実

重点施策９ 子育てを支援する環境の充実

重点施策10 男女がともに子育てを担う意識の醸成

重点施策11 子育て力の向上のための

基本方針６ 子育て家庭への経済的支援

重点施策12 子育ての経済的負担の軽減

現状と課題

施策の方向性
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子育てを担う家庭への支援

○妊娠中から産後までの期間は心身ともに不安定になりやすい時期であり、妊娠期から

の支援に重点を置き、子育てを安心してスタートできるよう切れ目のない支援が重要

です。また、不安や悩みを気軽に相談できる体制の充実を図ることが必要です。

○近年の社会経済の変化に伴い、保護者、特に母親の就労率が向上し、９０％前後とな

っています。また、子どもがまだ小さいため保育園等を利用していない家庭の半数以

上が１・２歳までには、子どもを預けることを希望しています。このため、生涯にわ

たる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性を踏まえて、幼児教育・保育施設

における提供量（受入れ枠）を確保すること及び多様化している子育て支援サービス

の充実を図ることが必要となっています。

○子育て中の保護者の交流の場や子育てに関する相談、情報を提供する子育て支援セン

ターや一時的な預かり等の支援をするファミリー・サポート・センターなどの機能を

充実させ、安心感を持つことができる子育て環境を提供していく必要があります。

○母親への育児負担が依然大きい状況であり、男女がともに子育てを担うことができる

よう、男女の育児に関する意識の醸成が必要です。

○家庭の子育て力の低下が懸念されており、祖父母世代の適切なサポートなどを得なが

ら保護者の子育て力が向上するよう取り組む必要があります。

すい環境づくりのため、子どもをもつ保護者に対して負担が大き

い保育料や医療費などの経済的負担の支援内容を検討し、子育て家庭への支援の

妊娠・出産から子育てへの切れ目ない支援

安心できる相談体制と子育て情報の発信の充実

子どもや家庭における健康の確保

家庭の子育て力を支援

多様化する働き方やニーズに対応した幼児教育・保育サービスの充実

子育てを支援する環境の充実

男女がともに子育てを担う意識の醸成

子育て力の向上のための取組み推進 

子育て家庭への経済的支援

子育ての経済的負担の軽減

○妊娠中から産後までの期間は心身ともに不安定になりやすい時期であり、妊娠期から

の支援に重点を置き、子育てを安心してスタートできるよう切れ目のない支援が重要

です。また、不安や悩みを気軽に相談できる体制の充実を図ることが必要です。

が向上し、９０％前後とな

っています。また、子どもがまだ小さいため保育園等を利用していない家庭の半数以

上が１・２歳までには、子どもを預けることを希望しています。このため、生涯にわ

たる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性を踏まえて、幼児教育・保育施設

における提供量（受入れ枠）を確保すること及び多様化している子育て支援サービス

○子育て中の保護者の交流の場や子育てに関する相談、情報を提供する子育て支援セン

ターや一時的な預かり等の支援をするファミリー・サポート・センターなどの機能を

充実させ、安心感を持つことができる子育て環境を提供していく必要があります。

○母親への育児負担が依然大きい状況であり、男女がともに子育てを担うことができる

○家庭の子育て力の低下が懸念されており、祖父母世代の適切なサポートなどを得なが

すい環境づくりのため、子どもをもつ保護者に対して負担が大き

い保育料や医療費などの経済的負担の支援内容を検討し、子育て家庭への支援の充実

多様化する働き方やニーズに対応した幼児教育・保育サービスの充実



基本目標３ 地域や企業における子どもと家庭への支援

○安全安心な環境で子育てができるように関係者が協力し合い、地域社会全体で子育て

家庭を支える地域づくりをしていく必要があります。

○依然として核家族化の進行や共働き家庭の増加、地域コミュニティの希薄化等の状況

が続いており、子どもと子育て家庭を地域社会全体で支える機能が失われつつあるこ

とが懸念されています。地域住民をはじめ企業や様々な関係者が協働し、子どもの居

場所づくりなど安心して子育てができる養育環境を整える地域づくりを推進すること

が必要です。 

○地域の中で子どもや子育てに関心を持って行動する輪を広げ、活動を通して保護者と

地域が学び合い、互いに子育て力を高めながら、地域全体で子どもを育てる意識を醸

成していく必要があります。

○子育てと仕事の両立を支援するため、社会全体でワーク

目指し、企業や働く者、行政

深める必要があります。 

○子育て家庭が育児をしながら安心して働くことができるよう、子育てに理解があり職

場環境の整備に積極的に取り組む企業をさらに増やしていくことが必要です。

基本方針７ 地域における安全安心な子育て支援の充実

重点施策13 安全で安心な環境づくり

重点施策14 子どもの居場所づくりの推進

重点施策15 小規模多機能自治における子育て支援の充実

基本方針８ 企業における子育て支援の充実

重点施策16 ワーク

重点施策17 子育てと仕事の両立への

現状と課題

施策の方向性
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地域や企業における子どもと家庭への支援

○安全安心な環境で子育てができるように関係者が協力し合い、地域社会全体で子育て

家庭を支える地域づくりをしていく必要があります。

○依然として核家族化の進行や共働き家庭の増加、地域コミュニティの希薄化等の状況

が続いており、子どもと子育て家庭を地域社会全体で支える機能が失われつつあるこ

とが懸念されています。地域住民をはじめ企業や様々な関係者が協働し、子どもの居

場所づくりなど安心して子育てができる養育環境を整える地域づくりを推進すること

○地域の中で子どもや子育てに関心を持って行動する輪を広げ、活動を通して保護者と

地域が学び合い、互いに子育て力を高めながら、地域全体で子どもを育てる意識を醸

成していく必要があります。

仕事の両立を支援するため、社会全体でワーク・ライフ・バランスの実現を

目指し、企業や働く者、行政等の関係者一人ひとりが果たすべき役割について理解を

○子育て家庭が育児をしながら安心して働くことができるよう、子育てに理解があり職

場環境の整備に積極的に取り組む企業をさらに増やしていくことが必要です。

地域における安全安心な子育て支援の充実

安全で安心な環境づくり

子どもの居場所づくりの推進

小規模多機能自治における子育て支援の充実

企業における子育て支援の充実

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた理解促進と啓発

子育てと仕事の両立への取組み促進 

○安全安心な環境で子育てができるように関係者が協力し合い、地域社会全体で子育て

○依然として核家族化の進行や共働き家庭の増加、地域コミュニティの希薄化等の状況

が続いており、子どもと子育て家庭を地域社会全体で支える機能が失われつつあるこ

とが懸念されています。地域住民をはじめ企業や様々な関係者が協働し、子どもの居

場所づくりなど安心して子育てができる養育環境を整える地域づくりを推進すること

○地域の中で子どもや子育てに関心を持って行動する輪を広げ、活動を通して保護者と

地域が学び合い、互いに子育て力を高めながら、地域全体で子どもを育てる意識を醸

バランスの実現を

係者一人ひとりが果たすべき役割について理解を

○子育て家庭が育児をしながら安心して働くことができるよう、子育てに理解があり職

場環境の整備に積極的に取り組む企業をさらに増やしていくことが必要です。

バランスの実現に向けた理解促進と啓発



基本目標４ 配慮が必要な子どもと家庭への支援

○子どもや子育て家庭を取り巻く状況が大きく変化する中で、孤独な子育てに陥ったり、

親育ちが不十分なまま子育てをしなければならず、子育ての不安や負担が増大し、児

童虐待につながりやすい状況となっています。児童虐待の未然防止、早期発見・早期

対応の一層の強化が求められています。

○障がいを持つ子どもについて、個々のニーズに応じた丁寧な支援が求められており、

それぞれの障がいの特性に応じた専門的な支援体制の充実が必要です。

○発達に気がかりのある子どもを養育する保護者等は、予備知識の少なさ

れなどに気づきにくい場合も見られ、戸惑いや不安、悩みなど様々な思いを抱えてい

ます。早期に専門の相談機関につながる体制づくりが必要です。

○子どもの貧困問題は、子どもの生活や成長に様々な影響を及ぼすとされています。子

どもの現在や将来がその生まれ育った環境に左右されることがないよう対策を講じる

必要があります。 

基本方針９ 児童虐待防止対策の推進

重点施策18 児童虐待防止ネットワークの充実

重点施策19 子どもと家庭への総合的な支援

基本方針10 特別な支援が必要な子どもと家庭への支援

重点施策20 障がい児施策の充実

重点施策21 児童発達支援の充実

重点施策22 外国につながる児童

基本方針11 子どもの貧困対策の推進

重点施策23 教育支援の充実

重点施策24 生活支援の充実

重点施策25 保護者に対する就労支援の充実

重点施策26 経済的支援の充実

※１ 外国につながる児童：国籍に関わらず海外に自分自身のルーツがあり、多様な言語、文

化、価値観、慣習などの中で育ってきた児童

親が国際結婚した児童など

現状と課題

施策の方向性
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配慮が必要な子どもと家庭への支援

○子どもや子育て家庭を取り巻く状況が大きく変化する中で、孤独な子育てに陥ったり、

親育ちが不十分なまま子育てをしなければならず、子育ての不安や負担が増大し、児

童虐待につながりやすい状況となっています。児童虐待の未然防止、早期発見・早期

対応の一層の強化が求められています。

○障がいを持つ子どもについて、個々のニーズに応じた丁寧な支援が求められており、

それぞれの障がいの特性に応じた専門的な支援体制の充実が必要です。

○発達に気がかりのある子どもを養育する保護者等は、予備知識の少なさ

場合も見られ、戸惑いや不安、悩みなど様々な思いを抱えてい

ます。早期に専門の相談機関につながる体制づくりが必要です。

○子どもの貧困問題は、子どもの生活や成長に様々な影響を及ぼすとされています。子

どもの現在や将来がその生まれ育った環境に左右されることがないよう対策を講じる

児童虐待防止対策の推進

児童虐待防止ネットワークの充実

子どもと家庭への総合的な支援

特別な支援が必要な子どもと家庭への支援

障がい児施策の充実

児童発達支援の充実

外国につながる児童（※１）への支援 

子どもの貧困対策の推進

教育支援の充実

生活支援の充実

保護者に対する就労支援の充実

経済的支援の充実

：国籍に関わらず海外に自分自身のルーツがあり、多様な言語、文

化、価値観、慣習などの中で育ってきた児童(海外から帰国した児童や外国人児童、両

親が国際結婚した児童など)

○子どもや子育て家庭を取り巻く状況が大きく変化する中で、孤独な子育てに陥ったり、

親育ちが不十分なまま子育てをしなければならず、子育ての不安や負担が増大し、児

童虐待につながりやすい状況となっています。児童虐待の未然防止、早期発見・早期

○障がいを持つ子どもについて、個々のニーズに応じた丁寧な支援が求められており、

○発達に気がかりのある子どもを養育する保護者等は、予備知識の少なさから発達の遅

場合も見られ、戸惑いや不安、悩みなど様々な思いを抱えてい

○子どもの貧困問題は、子どもの生活や成長に様々な影響を及ぼすとされています。子

どもの現在や将来がその生まれ育った環境に左右されることがないよう対策を講じる

：国籍に関わらず海外に自分自身のルーツがあり、多様な言語、文

海外から帰国した児童や外国人児童、両



５ 施策の体系 

《基本理念》 

 《基本目標》 

子どもたちの明るい未来をともに築き

子育ての喜びや夢を分かちあう

基本目標２ 

子育てを担う家庭への 

支援 

基本目標４ 

配慮が必要な 

子どもと家庭への支援 

３ 幼・保・小の連携の

組み推

５ 家庭の子育て力を支

援

６ 子育て家庭への経済

的支援

４ 妊娠・出産から子育て

への切れ目ない支援

９ 児童虐待防止対策

10 特別な支援が必要な

子どもと

援

11 子どもの貧困対策の

推進

基本目標３ 

地域や企業における 

子どもと家庭への支援 

８ 企業等における子育

て支援の充実

２ 幼児教育・保育を支え

る人材・組織の

基本目標１ 

未来をひらく子育ち 

支援 

１ 生きる力を育む幼児

教育・保育の充実

７ 地域における

心な

実
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《基本方針》 《重点施策》

子どもたちの明るい未来をともに築き

子育ての喜びや夢を分かちあう まちづくり 

（１）幼児教育・保育のカリキュラムの充実

（２）南砺の風土や人材を生かした幼児教育・

保育の充実 

（５）幼・保・小の連携事業の推進

（８）多様化する働き方やニーズに対応した

幼児教育・保育サービスの充実

（９）子育てを支援する環境の充実

（10）男女がともに子育てを担う意識の醸成

（11）子育て力の向上のための

幼・保・小の連携の取

組み推進 

（６）安心できる相談体制と子育て情報発信

の充実 

（７）子どもや家庭における健康の確保

家庭の子育て力を支

子育て家庭への経済

的支援

妊娠・出産から子育て

への切れ目ない支援

児童虐待防止対策

特別な支援が必要な

子どもと家庭への支

援

子どもの貧困対策の

推進

（12）子育ての経済的負担の軽減

（18）児童虐待防止ネットワークの充実

（19）子どもと家庭への総合的な支援

（20）障がい児施策の充実 

（21）児童発達支援の充実 

（22）外国につながる児童への支援

（23）教育支援の充実 

（24）生活支援の充実 

（25）保護者に対する就労支援の充実

（26）経済的支援の充実 

（16）ワーク・ライフ・バランスの実現に

向けた理解促進と啓発

（17）子育てと仕事の両立への

企業等における子育

て支援の充実

幼児教育・保育を支え

る人材・組織の育成 
（３）職員の人材確保と資質の向上

（４）保育園の組織力向上 

生きる力を育む幼児

教育・保育の充実

（13）安全で安心な環境づくり

（14）子どもの居場所づくりの推進

（15）小規模多機能自治における子育て支援

の充実 

地域における安全安

心な子育て支援の充

基本目標１

基本目標２

子育て家庭

》

（１）幼児教育・保育のカリキュラムの充実

を生かした幼児教育・

幼・保・小の連携事業の推進

８）多様化する働き方やニーズに対応した

幼児教育・保育サービスの充実

（９）子育てを支援する環境の充実

）男女がともに子育てを担う意識の醸成

）子育て力の向上のための取組み推進 

（６）安心できる相談体制と子育て情報発信

子どもや家庭における健康の確保

子育ての経済的負担の軽減

）児童虐待防止ネットワークの充実

子どもと家庭への総合的な支援

）外国につながる児童への支援

）保護者に対する就労支援の充実

）ワーク・ライフ・バランスの実現に

向けた理解促進と啓発

子育てと仕事の両立への取組み促進 

（３）職員の人材確保と資質の向上

）安全で安心な環境づくり

）子どもの居場所づくりの推進

）小規模多機能自治における子育て支援

基本目標４ 

要 配慮 基本目標１

子ども 

基本目標２

子育て家庭

地域・企業







第

本計画では、これまで取り組んできた

容を見直し、国・県の動向を踏まえ

をもとにした４つの基本目標を柱として、
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４章 施策の展開 

では、これまで取り組んできた次世代育成支援対策推進法に係る施策

容を見直し、国・県の動向を踏まえつつ、ニーズ調査による市民の意見や本市

を柱として、より効果的な実効性のある施策を展開します。

法に係る施策の取組み内

本市独自の視点

施策を展開します。



基本目標１ 未来をひらく子育ち支援

基本方針１ 生きる力を育む幼児教育・保育の充実

本市の「保育理念」である子どもの育ちや保護者の子育てを支援し、地域の保育環境づ

くりを推進します。また、本市の「保育目標」に基づいた、「はじける笑顔がいっぱいで豊

かな人間性をもった子どもたち」を育てます。

保育所保育指針等の「育みたい資質・能力」の３つの柱である知識や思考力、学びに向

う姿勢を培う中で、子どもの主体的な遊びや自然体験活動等を積極的に取り入れ、継続し

ていくことで、非認知能力が育まれ、自己肯定感が高い子どもを育てていきます。

重点施策１ 幼児教育・保育

本市の「保育目標」を達成するために、子どもの発達の特性を踏まえたカリキュラム

（全体的な計画等）を編成し、計画性をもった適切な

子ども一人ひとりの幼児期の特性を踏まえながら、

にするなど幼児教育・保育内容

幼児教育・保育施設での、非認知能力を身に

解してもらう機会をつくることや情報を提供することにより、

値観に立ち一緒になって子育てをする意識の浸透に努めます。

幼児教育・保育施設での日常の

教室などを実施することにより

№ 事業・取組み 

1 
全体的な計画に基づ

く取組みの推進 

市の

もの

（全体的

します

2 

生きていく力の基礎

を育む幼児教育・保育

の充実 

主体性

む環境

3 運動能力の向上 

親子

を実施

ます

主な事業

46

未来をひらく子育ち支援

生きる力を育む幼児教育・保育の充実

市の「保育理念」である子どもの育ちや保護者の子育てを支援し、地域の保育環境づ

の「保育目標」に基づいた、「はじける笑顔がいっぱいで豊

かな人間性をもった子どもたち」を育てます。

保育所保育指針等の「育みたい資質・能力」の３つの柱である知識や思考力、学びに向

う姿勢を培う中で、子どもの主体的な遊びや自然体験活動等を積極的に取り入れ、継続し

ていくことで、非認知能力が育まれ、自己肯定感が高い子どもを育てていきます。

保育のカリキュラムの充実 

市の「保育目標」を達成するために、子どもの発達の特性を踏まえたカリキュラム

（全体的な計画等）を編成し、計画性をもった適切な幼児教育・保育を行います。

子ども一人ひとりの幼児期の特性を踏まえながら、子ども主体の自発的な遊びを大事

内容を工夫し、「子どもの最善の利益」の確保に努めます。

での、非認知能力を身に付けるための保育内容を、保護者にも理

解してもらう機会をつくることや情報を提供することにより、保育者や保護者

値観に立ち一緒になって子育てをする意識の浸透に努めます。

日常の保育や保育参観等で親子が一緒になって行う運動遊び

することにより、子どもの運動能力の向上に努めます。 

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

の「保育目標」を達成するために、子ど

もの発達の特性を踏まえたカリキュラム

全体的な計画等）に基づく取組みを推進

します。 

推進 

主体性を持って、子どもが自ら遊びを楽し

環境づくりを行います。 
推進 

親子が一緒になって行う運動遊び教室等

実施し、子どもの運動能力の向上に努め

ます。 

開催教室数

56 

開催教室数

41

市の「保育理念」である子どもの育ちや保護者の子育てを支援し、地域の保育環境づ

の「保育目標」に基づいた、「はじける笑顔がいっぱいで豊

保育所保育指針等の「育みたい資質・能力」の３つの柱である知識や思考力、学びに向

う姿勢を培う中で、子どもの主体的な遊びや自然体験活動等を積極的に取り入れ、継続し

ていくことで、非認知能力が育まれ、自己肯定感が高い子どもを育てていきます。

市の「保育目標」を達成するために、子どもの発達の特性を踏まえたカリキュラム

保育を行います。

子ども主体の自発的な遊びを大事

、「子どもの最善の利益」の確保に努めます。

けるための保育内容を、保護者にも理

保育者や保護者が同じ価

親子が一緒になって行う運動遊び

担当課 
平成３０年度

こども課 

こども課 

こども課 

生涯学習スポ

ーツ課 



4 
子どもの体験活動の

充実 

子ども

動を

重点施策２ 南砺の風土や人材

子どもたちがふるさとへの誇りと

ために、南砺の風土や人材を生かし、子どもの主体的な遊びや

とふれあう活動等を積極的に取り入れていきます。

№ 事業・取組み 

5 
自然体験活動等の実

施 

自然体験活動等

ことで

6 
保育園等における食

育の推進 

市内

画を

力を

します

続き

基本方針２ 幼児教育・保育を支える人材・組織の育成

保育士等の職員の確保と研修・自己研鑽による資質の向上を図り、子どもの学び・遊

ぶ意欲を支える環境づくりに努めるなど、幼児教育・保育を支える

成します。 

重点施策３ 職員の人材確保

保育士・看護師等の人材の確保

推進、ハローワークへの募集登録、職員のネットワークによる保育士

処遇の改善等により、確実な確保に努めます。

幼児教育・保育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、教育・保育内容や指導方法、

環境の改善等について指導・助言を行うアドバイザーを担当課に配置し、計画的に幼児

教育・保育施設の訪問を実施して職員の資質の向上を図ります。

職員が園児一人ひとりと関わる時間を増やすため、

勤務形態の見直しに取組むなど

主な事業

47

ども体験活動としてさまざまな体験活

を実施します。 

開催教室数

9 

開催教室数

7 

人材を生かした幼児教育・保育の充実 

ふるさとへの誇りと愛着をもち、自己肯定感が高い子どもを育てていく

南砺の風土や人材を生かし、子どもの主体的な遊びや自然体験活動や地域住民

とふれあう活動等を積極的に取り入れていきます。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

自然体験活動等を取り入れ、継続していく

ことで、非認知能力の向上に努めます。 
推進 

市内１２か所の保育園等で共通の食育計

を作成し、食事のマナーや地域の方の協

を得た食物の栽培を通じて食育を推進

します。また、小・中学校においても引き

き食育を推進します。

推進 

幼児教育・保育を支える人材・組織の育成

保育士等の職員の確保と研修・自己研鑽による資質の向上を図り、子どもの学び・遊

ぶ意欲を支える環境づくりに努めるなど、幼児教育・保育を支える資質の高い人材を育

人材確保と資質の向上 

の確保では、保育士の新規採用や退職者の再任用継続勤務の

推進、ハローワークへの募集登録、職員のネットワークによる保育士等の掘り起こしや

処遇の改善等により、確実な確保に努めます。

幼児教育・保育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、教育・保育内容や指導方法、

環境の改善等について指導・助言を行うアドバイザーを担当課に配置し、計画的に幼児

教育・保育施設の訪問を実施して職員の資質の向上を図ります。

児一人ひとりと関わる時間を増やすため、事務作業の効率化や

など働き方を考えていきます。 

生涯学習スポ

ーツ課 

ち、自己肯定感が高い子どもを育てていく

自然体験活動や地域住民

担当課 
平成３０年度

こども課 

こども課 

教育総務課 

保育士等の職員の確保と研修・自己研鑽による資質の向上を図り、子どもの学び・遊

の高い人材を育

用や退職者の再任用継続勤務の

の掘り起こしや

幼児教育・保育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、教育・保育内容や指導方法、

環境の改善等について指導・助言を行うアドバイザーを担当課に配置し、計画的に幼児

や、雇用形態・



№ 事業・取組み 

7 職員の人材確保 

保育士等

くりに

掘り

8 
全国・県内研修への参

加 

保育士等

加機会

全体

9 
園児の年齢に合わせ

た保育力の育成 

市保育士会

育の

10 

アドバイザー等によ

る保育園の巡回訪問

等の実施 

教育

置し

導方法

ます

重点施策４ 保育園の組織力向上

保育園を運営していくには、

よさを認め合い・補い合う組織として一体となった力が必要です。

保育園内での公開保育や園内

質の向上を図ることにより組織力の向上

実と参加率の向上を図り、園全体の

№ 事業・取組み 

11 組織力の育成・向上 

園長

員が

ります

12 園内研修の充実 

市独自

て、

の向上

13 臨時職員研修の充実 

質の

職員研修

全体

主な事業

主な事業

48

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

保育士等の働き方を見直し、魅力ある職場づ

くりに向けて環境改善を行い、職員の募集や

り起こしなどにより人材確保に努めます。

推進 

保育士等への全国、並びに県内研修会の参

加機会を増やし、その内容を共有して職員

全体の資質の向上に努めます。 

全国12人 

県内150人

全国9人 

県内129人

市保育士会での年齢別部会研修により、保

の質の向上を図ります。 

年齢別部会研修

5年齢×2回

5年齢×2回

教育・保育のアドバイザー等を担当課に配

し、園訪問等により教育・保育内容や指

導方法、環境の改善等の指導・助言を行い

ます。 

保育園12園

で実施 

― 

組織力向上

保育園を運営していくには、園長を中心に臨時職員も含めた全ての職員が職員同士の

よさを認め合い・補い合う組織として一体となった力が必要です。

園内ＯＪＴなどの研修の推進・充実に努め、個々の

組織力の向上を推進します。臨時職員においても研修等の充

、園全体の資質を向上させ組織力を高めます。 

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

園長を中心に臨時職員も含めた全ての職

が一体となった組織力の育成・向上を図

ります。 

推進 

市独自の園内公開保育や研修を充実させ

、個々の職員の資質の向上を図り組織力

向上を推進します。 

公開保育を

保育園9園で実施

公開保育を

保育園8園で実施

の高い保育を確保していくために、臨時

職員研修の充実と参加率の向上を図り、園

全体の組織力を高めます。 

受講率100％

受講率90％

担当課 
平成３０年度

こども課 

こども課 

年齢別部会研修

こども課 

こども課 

に臨時職員も含めた全ての職員が職員同士の

個々の職員の資

ます。臨時職員においても研修等の充

担当課 
平成３０年度

こども課 

実施
こども課 

実施

％

こども課 



基本方針３ 幼・保・小の連携の

就学前の子どもたちの「育ち」と「学び」をつなげていくために、幼

を図り小学校教育の基盤となる幼児教育・保育の充実に向けた取組みを推進します。

重点施策５ 幼・保・小の連携事業

各小学校区において、日常的に園児と児童、互いの教職員が連携し幼児教育・保育の

様子や授業内容を参観し、子どもの姿を把握して子どもへのよりよい関わり方等につい

て意見交換等を行います。また、

ってほしい１０の姿（※１）」を互いに共有し、

な接続を図ります。 

※１ 幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿

④道徳性・規範意識の芽生え

⑦自然との関わり・生命尊重

⑨言葉による伝え合い 

№ 事業・取組み 

14 
保育園と認定こども

園と保育園の連携 

公立及

連携

15 
就学前教育・保育と小

学校の連携 

一貫

見守

から

16 

保育園等での小学生

等との異年齢児交流

事業 

市内

業を

主な事業

49

幼・保・小の連携の取組み推進 

就学前の子どもたちの「育ち」と「学び」をつなげていくために、幼・

を図り小学校教育の基盤となる幼児教育・保育の充実に向けた取組みを推進します。

連携事業の推進 

各小学校区において、日常的に園児と児童、互いの教職員が連携し幼児教育・保育の

様子や授業内容を参観し、子どもの姿を把握して子どもへのよりよい関わり方等につい

行います。また、小学校就学時の具体的な姿「幼児期の終わりまでに育

」を互いに共有し、就学前の教育・保育と小学校教育の円滑

幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿：①健康な心と体 ②自立心 

④道徳性・規範意識の芽生え ⑤社会生活との関わり ⑥思考力の芽生え

⑦自然との関わり・生命尊重 ⑧数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

⑩豊かな感性と表現 

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

公立及び私立の保育園と認定こども園の

連携を推進します。 
推進 

一貫した一人の子どもの成長を連続して

見守っていくよう、保育園・認定こども園

から小学校への連携を推進します。 

連携の実施率

100％ 

100％ 

市内の保育園や児童館で異年齢児交流事

を実施します。 

連携の実施率

100％ 

100％ 

（児童館4館、

育園12園で実施

保・小の連携

を図り小学校教育の基盤となる幼児教育・保育の充実に向けた取組みを推進します。

各小学校区において、日常的に園児と児童、互いの教職員が連携し幼児教育・保育の

様子や授業内容を参観し、子どもの姿を把握して子どもへのよりよい関わり方等につい

小学校就学時の具体的な姿「幼児期の終わりまでに育

就学前の教育・保育と小学校教育の円滑

③協同性  

⑥思考力の芽生え

⑧数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

担当課 
平成３０年度

こども課 

実施率

教育総務課 

こども課 

実施率

こども課 

保

実施）



基本目標２ 子育てを担う家庭への支援

基本方針４ 妊娠・出産から子育てへの切れ目ない支援

妊娠中から産後までの期間は心身ともに不安定になりやすい時期です。

婦が、安心して出産・子育てができるよう、妊娠期からの切れ目のない支援を行います。

子育てをする上で気軽に相談できる相手がいないなど、不安や悩みを抱えながら子育

てをしている保護者が、気軽に相談できる相談体制の充実を図ります。

重点施策６ 安心できる相談体制

周囲に支えてくれる人や相談できる人がいない、または自ら支援を求めることができ

ない保護者が増えており、女性・こども相談室をはじめ、保健センター、子育て支援セ

ンター、保育園、小中学校、児童館、放課後児童クラブなど、子どもと子育て家庭が関

わるすべての機関において、気軽に

連携強化を図ります。 

子どもや子育て家庭、地域社会に対し、わかりやすい

子育て支援センターの保育士や保健師による健康・発達相談、女性・こども相談室の

家庭児童相談員などによる子育てに関する相談会

№ 事業・取組み 

17 

女性・こども相談室等

の相談体制の充実と

周知 

子育

にどんな

イメージでき

りと

18 
子育て支援センター

での子育て相談事業 

主に

情報等

安を

19 

保健センターでの子

育て世代包括支援推

進事業 

妊産婦及

出産

す。

行い

的な

ます

主な事業

50

子育てを担う家庭への支援

妊娠・出産から子育てへの切れ目ない支援

妊娠中から産後までの期間は心身ともに不安定になりやすい時期です。

婦が、安心して出産・子育てができるよう、妊娠期からの切れ目のない支援を行います。

子育てをする上で気軽に相談できる相手がいないなど、不安や悩みを抱えながら子育

てをしている保護者が、気軽に相談できる相談体制の充実を図ります。

相談体制と子育て情報の発信の充実 

周囲に支えてくれる人や相談できる人がいない、または自ら支援を求めることができ

女性・こども相談室をはじめ、保健センター、子育て支援セ

小中学校、児童館、放課後児童クラブなど、子どもと子育て家庭が関

、気軽に相談しやすい体制を確保し、適切に対応できるよう

子どもや子育て家庭、地域社会に対し、わかりやすい相談窓口の周知に努めます。

子育て支援センターの保育士や保健師による健康・発達相談、女性・こども相談室の

家庭児童相談員などによる子育てに関する相談会等を開催します。 

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

子育ての不安や悩み等の相談先や具体的

にどんな相談事をしてもいいのかなどが

イメージでき、気軽に相談できる体制づく

りと周知活動を行います。 

推進 

延べ相談人数

520人 

に未就園児を対象に、相談の場、子育て

情報等を提供し、子育てに関する負担や不

を軽減します。 

推進 

①専門相談員

への相談 

208件 

②職員への相談

536件 

妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・

出産・子育てに関する各種の相談に応じま

。必要に応じて関係機関との連絡調整を

い、母子保健及び子育て支援施策の一体

な提供を通じて切れ目ない支援を行い

ます。 

推進 

すべての妊産

婦が、安心して出産・子育てができるよう、妊娠期からの切れ目のない支援を行います。

子育てをする上で気軽に相談できる相手がいないなど、不安や悩みを抱えながら子育

周囲に支えてくれる人や相談できる人がいない、または自ら支援を求めることができ

女性・こども相談室をはじめ、保健センター、子育て支援セ

小中学校、児童館、放課後児童クラブなど、子どもと子育て家庭が関

相談しやすい体制を確保し、適切に対応できるよう

周知に努めます。

子育て支援センターの保育士や保健師による健康・発達相談、女性・こども相談室の

担当課 
平成３０年度

こども課 
相談人数

こども課 
専門相談員

相談

健康課 



20 産後ケア事業 

家族

退院直後

に行

のケアや

支援

21 乳児家庭全戸訪問事業 

生後

し、

る情報提供

状況

支援

ス提供

重点施策７ 子どもや家庭における

健康診査や予防接種を受けることが妊婦自身や子どもの健康づくりに必要であるとい

う意識の向上を図ります。また、子育てに

る相談体制の充実に取り組みます。

№ 事業・取組み 

22 
母子保健サポート事

業 

母子健康手帳

管理栄養士

り、

「子育

援を

23 
妊婦一般健康診査事

業 

母体

康確保

要性

24 ３歳児健康診査事業 

疾病

発達

どもに

必要

25 予防接種事業 

予防接種

報や

抑制

26 母乳育児の推進 

新生児訪問時

ットを

る母親

導を

主な事業

51

家族や親族からサポートが受けられない、

退院直後の赤ちゃんと母親の生活が円滑

行えるよう、助産師が家庭訪問し、心身

のケアや育児のサポート等のきめ細かい

支援を行います。 

推進 

利用者数 

4人 

生後４か月までの乳児にいる家庭に訪問

、不安や悩みを聞き、子育て支援に関す

情報提供を行うとともに親子の心身の

状況や養育環境等の把握や助言を行ない、

支援が必要な家庭に対して適切なサービ

提供に努めます。 

生後４か月児に

対する状況把握

率 

100％ 

 100％ 

における健康の確保 

健康診査や予防接種を受けることが妊婦自身や子どもの健康づくりに必要であるとい

う意識の向上を図ります。また、子育てに関する不安や悩み等、身体面・精神面に対す

ます。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

母子健康手帳の交付時において保健師や

管理栄養士の専門職による個別相談によ

、妊婦の身体的・精神的な状況に応じた

子育て支援プラン」を作成し妊娠期の支

を行います。 

妊娠20週以降に

おけるﾌｫﾛｰ率

90％ 

 80.7％ 

母体の健康状態や胎児の発育状態等の健

康確保を図るため、妊婦一般健康診査の重

要性を伝え、受診率向上につなげます。 

受診率 

87％ 

 82.3％ 

疾病の早期発見や子どもの健康的な成長

発達を促すために実施し、支援が必要な子

どもに対して「子育てプラン」を作成し、

必要な支援につなげます。 

受診率 

100％ 

 99.3％ 

予防接種の重要性の理解を深めるため広

や相談会を通して周知に努め、感染症の

抑制に努めます。 

接種率 

95％ 

82.4％ 

新生児訪問時に母乳相談窓口のパンフレ

ットを配布し、母乳育児に不安を抱えてい

母親に対しては、助産師の相談・訪問指

を行います。 

3か月児における

母乳栄養率

93％ 

91.7％ 

健康課 

に

状況把握

健康課 

健康診査や予防接種を受けることが妊婦自身や子どもの健康づくりに必要であるとい

関する不安や悩み等、身体面・精神面に対す

担当課 
平成３０年度

に

率

健康課 

健康課 

健康課 

健康課 

における

健康課 



基本方針５ 家庭の子育て力を支援

保育園・認定こども園等における幼児教育・保育の提供量（受入れ枠）を確保し、待

機児童を出さないように努めます。また、多様化している子育て支援サービスの充実を

図ります。 

子育て支援センターや放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センターの機能を

充実させ、顔の見えるつながりを形成することで新たな支え合いのネットワークづくり

により、保護者の負担感や不安感を軽減し、家庭の子育て力を支援します

また、男女共同での子育て環境の実現や祖父母世代からの支援

重点施策８ 多様化する働き

保育園・認定こども園等における幼児教育・保育の提供量（受入れ枠）を確保すると

ともに、教育・保育サービス内容

№ 事業・取組み 

27 
認可外保育施設等へ

の支援 

幼児教育

可外保育施設等

28 
延長保育事業 

保育標準時間

延長保育

29 
休日保育事業 

日曜日

行います

30 
一時預かり事業 

一時的

園において

31 
病児・病後児保育事業

病気回復期

期の

32 
乳児保育事業 

乳児保育

育を

33 通常保育事業の充実 

保護者

庭で

を充実

主な事業

52

家庭の子育て力を支援

保育園・認定こども園等における幼児教育・保育の提供量（受入れ枠）を確保し、待

機児童を出さないように努めます。また、多様化している子育て支援サービスの充実を

子育て支援センターや放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センターの機能を

実させ、顔の見えるつながりを形成することで新たな支え合いのネットワークづくり

により、保護者の負担感や不安感を軽減し、家庭の子育て力を支援します。

また、男女共同での子育て環境の実現や祖父母世代からの支援の充実に取り組みます。

き方やニーズに対応した幼児教育・保育サービスの

保育園・認定こども園等における幼児教育・保育の提供量（受入れ枠）を確保すると

内容の充実を図ります。 

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

幼児教育・保育の無償化の対象となった認

可外保育施設等への支援を行います。 
推進 

保育標準時間・短時間の利用時間を超えた

延長保育を行います。 

実利用者数

700人 

660人 

日曜日・祝日に保育園において休日保育を

います。 

実利用者数

35人 

21人 

一時的に家庭での保育が困難な場合、保育

において一時預かりを行います。 

延べ利用者数

4,000人 

4,085人 

病気回復期に至らない児童及び病気回復

の児童に対応します。 

延べ利用者数

1,800人 

1,504人 

乳児保育に対応するため、満３か月から保

を行います。 

3月末人数

150人 

149人 

保護者が仕事、病気、介護などのため、家

で保育できない就学前の乳幼児の保育

充実します。 

3月末人数

0歳児150人

1歳児200人

0歳児149人

1歳児204人

保育園・認定こども園等における幼児教育・保育の提供量（受入れ枠）を確保し、待

機児童を出さないように努めます。また、多様化している子育て支援サービスの充実を

子育て支援センターや放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センターの機能を

実させ、顔の見えるつながりを形成することで新たな支え合いのネットワークづくり

。

充実に取り組みます。

サービスの充実 

保育園・認定こども園等における幼児教育・保育の提供量（受入れ枠）を確保すると

担当課 
平成３０年度

こども課 

こども課 

こども課 

利用者数

こども課 

利用者数

こども課 

こども課 

こども課 



重点施策９ 子育てを支援する

妊娠期からの保護者同士の仲間づくりを支援

産・子育ての具体的なイメージを持ってもらうことで、

い孤立した子育ての防止と安心感を持った子育て

子育て支援センターの一部

に他の親子との交流の場を提供するとともに、支援が必要な家庭を掘り起こし、子育て

対象家庭への子育て支援センター等の周知を積極的に進めます。

放課後児童クラブのニーズ量の把握に努め提供量の確保を図るとともに、放課後子ど

も教室との連携など内容の充実に努めます。

ファミリー・サポート・センター事業の充実を図り、各種保育事業で対応できない部

分をカバーすることで、子育て環境の充実を図ります。

№ 事業・取組み 

34 
子育て支援センター

事業の充実 

子育

まえ

す。

づくりを

クづくりに

35 
放課後児童クラブの

充実 

小学生

う、

す。

36 

ファミリー・サポー

ト・センター事業の推

進 

保育

学生

重点施策10 男女がともに子育

男女がともに家庭、職場、地域でいきいきと輝けるよう、男女の育児に関する意識の

醸成に努めます。 

父親が喜びを感じながら育児に積極的に参加できるよう、イクメン応援事業の拡充や

父親ハンドブックの発行等により父親の子育て支援を進めます。

次代の親の育成として、中高生等を対象に、男女が協力して家庭を築き子どもを産み

育てることの意義について理解が進むよう取り組みます。

主な事業

53

する環境の充実 

の保護者同士の仲間づくりを支援し、初めての子どもが生まれる前に出

産・子育ての具体的なイメージを持ってもらうことで、妊娠中や育児休業中に

と安心感を持った子育てにつなげます。 

の一部を土・日曜日も開所し、未就園児や低年齢児

に他の親子との交流の場を提供するとともに、支援が必要な家庭を掘り起こし、子育て

対象家庭への子育て支援センター等の周知を積極的に進めます。

放課後児童クラブのニーズ量の把握に努め提供量の確保を図るとともに、放課後子ど

も教室との連携など内容の充実に努めます。

ファミリー・サポート・センター事業の充実を図り、各種保育事業で対応できない部

カバーすることで、子育て環境の充実を図ります。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

子育て支援を希望する保護者の要望を踏

まえ、相談活動やふれあいの場を提供しま

。また、妊娠期からの保護者同士の仲間

づくりを支援するため、新たなネットワー

クづくりに取り組みます。

延べ利用児童数

18,000人 

17,547人 

小学生が放課後を安全・安心に過ごせるよ

、適切なクラブ設置数を検討し実施しま

。

登録児童数

370人 

383人 

保育サービスで対応できない乳幼児と小

学生の一時預かりを推進します。 

延べ利用者数

320人 

259人 

子育てを担う意識の醸成 

男女がともに家庭、職場、地域でいきいきと輝けるよう、男女の育児に関する意識の

父親が喜びを感じながら育児に積極的に参加できるよう、イクメン応援事業の拡充や

により父親の子育て支援を進めます。

次代の親の育成として、中高生等を対象に、男女が協力して家庭を築き子どもを産み

育てることの意義について理解が進むよう取り組みます。

初めての子どもが生まれる前に出

妊娠中や育児休業中に陥りやす

や低年齢児とその保護者

に他の親子との交流の場を提供するとともに、支援が必要な家庭を掘り起こし、子育て

放課後児童クラブのニーズ量の把握に努め提供量の確保を図るとともに、放課後子ど

ファミリー・サポート・センター事業の充実を図り、各種保育事業で対応できない部

担当課 
平成３０年度

利用児童数

こども課 

こども課 

利用者数

こども課 

男女がともに家庭、職場、地域でいきいきと輝けるよう、男女の育児に関する意識の

父親が喜びを感じながら育児に積極的に参加できるよう、イクメン応援事業の拡充や

次代の親の育成として、中高生等を対象に、男女が協力して家庭を築き子どもを産み



№ 事業・取組み 

37 子育て講座の充実 

保育園

講座

教育

38 
父親の育児参加を推

進 

父親

り主体的

39 
イクメン応援事業の

推進 

父親

参加

図ります

40 
中高生と乳幼児のふ

れあい体験 

中学生

の意義

るようにするため

験を

重点施策11 子育て力の向上

保護者の負担感や不安感を軽減し、家庭の子育て力を支援するため、保護者のネット

ワークづくりを進めます。 

子育て中の保護者に対し、祖父母からのサポートが円滑に行われるよう、祖父母世代

への子育て講座の開催等により家庭内

№ 事業・取組み 

41 家庭教育力の充実 
子どもの

し、

主な事業

主な事業

54

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

保育園、認定こども園、小中学校で子育て

講座を実施し、保護者に情報交換など家庭

教育についての学習の場を提供します。 

実施か所 

32か所 

26か所 

父親ハンドブックを作成し、父親自身のよ

主体的な育児参加を推進します。 
推進 

父親が喜びを感じながら育児に積極的に

参加できるよう、父親の子育て力の向上を

ります。

受講者数 

100人 

103人 

中学生、高校生が子どもを産み育てること

意義、子どもや家庭の大切さを理解でき

るようにするため、乳幼児とのふれあい体

を実施します。 

実施回数 

15回 

児童館6回

保育園6回

子育て支援セン

ター1回 

向上のための取組み推進 

保護者の負担感や不安感を軽減し、家庭の子育て力を支援するため、保護者のネット

子育て中の保護者に対し、祖父母からのサポートが円滑に行われるよう、祖父母世代

への子育て講座の開催等により家庭内の子育て力の向上への支援に努めます。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

どもの各成長段階における機会を利用

、親を対象に子育て講座を開催します。

実施か所 

32か所 

26か所 

担当課 
平成３０年度

生涯学習スポ

ーツ課 

健康課 

こども課 

健康課 

こども課 

こども課 

セン

保護者の負担感や不安感を軽減し、家庭の子育て力を支援するため、保護者のネット

子育て中の保護者に対し、祖父母からのサポートが円滑に行われるよう、祖父母世代

に努めます。

担当課 
平成３０年度

生涯学習スポ

ーツ課 

こども課 



42 
保護者のネットワー

クづくり 

子育

合いのネットワークづくりを

43 祖父母子育て講座 

孫育

ポートが

て講座

44 
子育て情報の提供の

充実 

子育

等による

を図

基本方針６ 子育て家庭への経済的支援

保護者が欲しい数の子どもを安心して子育てできる環境づくりを進めるため、子育て

家庭への経済的支援や助成の拡充を検討していきます。

重点施策12 子育ての経済的負担

保育園・認定こども園等に入園している３歳～５歳児の保育料無償化や副食費の減免

等を実施します。０歳～２歳児は、今までも本市が行ってきた第３子以降の児童の保育

料無償化、多子軽減、三世代同居軽減など各種の保育料軽減等による経済的支援を引き

続き図っていきます。 

子どもの成長過程において、医療費は経済的負担が大きい要因の１つであるため、０

歳から中学生までの医療費保険適用分全額助成を行い、保護者の負担軽減と子どもたち

の健康保持・福祉の増進に努めます。

№ 事業・取組み 

45 保育料の無償化・軽減

国の

による

す。

46 児童手当の支給 
出生

対し

主な事業

55

子育て支援センターを中心に、新たな支え

いのネットワークづくりを推進します。
推進 

孫育てに必要な知識を身につけ適切なサ

ポートができるよう、祖父母を対象に子育

講座を開催します。 

実施か所 

12か所 

― 

子育て情報サイトや子育てガイドブック

による子育てに役立つ情報提供の充実

図ります。 

推進 

子育て家庭への経済的支援

数の子どもを安心して子育てできる環境づくりを進めるため、子育て

家庭への経済的支援や助成の拡充を検討していきます。

経済的負担の軽減 

保育園・認定こども園等に入園している３歳～５歳児の保育料無償化や副食費の減免

等を実施します。０歳～２歳児は、今までも本市が行ってきた第３子以降の児童の保育

化、多子軽減、三世代同居軽減など各種の保育料軽減等による経済的支援を引き

子どもの成長過程において、医療費は経済的負担が大きい要因の１つであるため、０

の医療費保険適用分全額助成を行い、保護者の負担軽減と子どもたち

の健康保持・福祉の増進に努めます。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

の保育料無償化や、市独自の軽減事業 

による軽減により、経済的支援を行いま

。

軽減率 

75％ 

70％ 

出生から中学３年生修了までの子どもに

し手当を支給します。 

推進 

受給者数 

 2,924人

健康課 

こども課 

生涯学習スポ

ーツ課 

こども課 

健康課 

こども課 

数の子どもを安心して子育てできる環境づくりを進めるため、子育て

保育園・認定こども園等に入園している３歳～５歳児の保育料無償化や副食費の減免

等を実施します。０歳～２歳児は、今までも本市が行ってきた第３子以降の児童の保育

化、多子軽減、三世代同居軽減など各種の保育料軽減等による経済的支援を引き

子どもの成長過程において、医療費は経済的負担が大きい要因の１つであるため、０

の医療費保険適用分全額助成を行い、保護者の負担軽減と子どもたち

担当課 
平成３０年度

こども課 

こども課 



47 妊産婦医療費の助成 
特定

険適用分

48 こども医療費の助成 
中学

自己負担分

49 
とやまっ子子育て支

援サービス普及啓発 

子育

の軽減

育サービス

応援券

56

特定の疾病について、妊産婦の医療費（保

険適用分）の自己負担分を助成します。 

推進 

助成件数 

301件 

中学３年生までの医療費（保険適用分）の

自己負担分を助成します。 

推進 

助成件数 

67,792件 

子育て家庭の精神的・身体的・経済的負担

軽減を図るために、地域における各種保

サービス等の利用券「とやまっ子子育て

応援券」を配付します。 

推進 

交付人数 

309人 

利用枚数 

6,617枚 

利用金額 

3,308,500円

こども課 

こども課 

こども課 

円



基本目標３ 地域や企業における子どもと家庭への支援

基本方針７ 地域における

地域住民が子どもと子育て

体となって地域社会全体で子育て家庭を支える

子育ち・子育てのしやすい環境と子どもの

かしながら、保護者が地域の方々とともに協力したまちづくりを進めます。

子育て家庭と地域の交流の促進が図られ、顔の見える関係づくりを構築し、子育て中

の親が孤立することなく、身近で気軽に子育ての相談ができる環境づくりを支援します。

重点施策13 安全で安心な環境

地域ぐるみでの声かけや見守り、巡回パトロール等を強化し、

て育てられるまちづくりに努めます。

身近な地域で安全に楽しく遊べる場所の提

№ 事業・取組み 

50 

ＰＴＡや地域住民に

よる通学路の防犯パ

トロール等の実施 

スクールガードリーダーによる

犯体制

隊や

等による

51 

保育園、学校施設等の

防犯対策の充実 

防犯訓練

進します

52 

児童館での遊びの提

供 

子どもたちに

に交流

提供

53 児童遊具補助 
自治会等

して

主な事業

57

地域や企業における子どもと家庭への支援

地域における安全安心な子育て支援の充実 

が子どもと子育てへの関心・理解を高め、家庭、地域、関係機関、行政が一

体となって地域社会全体で子育て家庭を支える安全・安心な地域づくりが必要です。

子育ち・子育てのしやすい環境と子どもの安全安心の充実に向けて、地域の特性を生

が地域の方々とともに協力したまちづくりを進めます。

子育て家庭と地域の交流の促進が図られ、顔の見える関係づくりを構築し、子育て中

の親が孤立することなく、身近で気軽に子育ての相談ができる環境づくりを支援します。

環境づくり 

地域ぐるみでの声かけや見守り、巡回パトロール等を強化し、子どもを安全に安心し

て育てられるまちづくりに努めます。

身近な地域で安全に楽しく遊べる場所の提供に努めます。 

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

スクールガードリーダーによる学校の防

犯体制の指導や各小中学校で安全見守り

やＰＴＡの学校安全支援ボランティア

による防犯パトロールを実施します。 

推進 

防犯訓練の実施や防犯カメラの設置を推

します。 

防犯カメラ設置

100％ 

小学校9/9校

中学校5/8校

保育園12/12園

児童館3/4館

どもたちに健全な遊びを提供し、お互い

交流を深めながら、児童館での遊び場を

提供します。 

延べ利用人数

52,847人 

52,847人 

自治会等が行う遊具の新設及び修繕に対

して、事業費の一部を補助します。 

補助件数 

5件 

1件 

高め、家庭、地域、関係機関、行政が一

地域づくりが必要です。

安心の充実に向けて、地域の特性を生

が地域の方々とともに協力したまちづくりを進めます。

子育て家庭と地域の交流の促進が図られ、顔の見える関係づくりを構築し、子育て中

の親が孤立することなく、身近で気軽に子育ての相談ができる環境づくりを支援します。

子どもを安全に安心し

担当課 
平成３０年度

教育総務課 

設置

教育総務課 

こども課 
校

校

園

館

利用人数

こども課 

こども課 



重点施策14 子どもの居場所

地域の実情に応じた子どもの居場所づくりを支援し、地域の愛情に育まれた子育ちの

環境づくりを推進します。 

地域における児童健全育成の質の向上を図るため、巡回指導・助言を行う人員の配置

など、安全で安心な環境確保に努めます。

№ 事業・取組み 

54 
放課後子ども教室の

開催 

地域

もに

との

55 
新・放課後子ども総合

プランの推進 

放課後児童

連携

施を

場所

56 
とやまっ子さんさん

広場推進事業 

地域

どが

を推進

57 

子ども食堂・地域食堂

などによる居場所づ

くりの促進 

地域

構築

る誰

進し

立防止

重点施策15 小規模多機能自治

小規模多機能自治（地域のあらゆる団体が結集し、地域課題を自ら解決し地域運営を

行う仕組み）の取組みを生かし、拠点施設等における地域の実情に応じた子育ち・子育

て環境の充実を進めます。 

保護者と地域が互いに子育て力を高め合い、地域全体で子どもを育てる意識の醸成に

努め、子育て中の保護者が身近で気軽に子育ての相談ができる環境づくりを支援し

主な事業

58

居場所づくりの推進 

地域の実情に応じた子どもの居場所づくりを支援し、地域の愛情に育まれた子育ちの

地域における児童健全育成の質の向上を図るため、巡回指導・助言を行う人員の配置

など、安全で安心な環境確保に努めます。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

地域の方々の参画を得て、子どもたちとと

もに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民

との交流活動等を実施します。 

延べ参加人数

 5,700人

 5,530人

放課後児童クラブと放課後子ども教室が

連携を取りながら、一体型を中心とした実

を推進し、すべての児童の安全安心な居

場所の確保を推進します。 

一体型又は連携

方のか所数

9か所 

1か所 

地域において地域住民やボランティアな

どが行う自主的な子どもの居場所づくり

推進します。 

実施か所数

11か所 

5か所 

地域における新たな支えあいの仕組みを

構築するため、温かい食事の提供などによ

誰もが気軽に集える居場所づくりを促

し、世代交流や子育て家庭の地域での孤

立防止につなげます。 

実施団体 

15団体 

1団体 

小規模多機能自治における子育て支援の充実 

小規模多機能自治（地域のあらゆる団体が結集し、地域課題を自ら解決し地域運営を

を生かし、拠点施設等における地域の実情に応じた子育ち・子育

地域が互いに子育て力を高め合い、地域全体で子どもを育てる意識の醸成に

、子育て中の保護者が身近で気軽に子育ての相談ができる環境づくりを支援し

地域の実情に応じた子どもの居場所づくりを支援し、地域の愛情に育まれた子育ちの

地域における児童健全育成の質の向上を図るため、巡回指導・助言を行う人員の配置

担当課 
平成３０年度

参加人数

生涯学習スポ

ーツ課 

連携

生涯学習スポ

ーツ課 

こども課 

こども課 

関係各課 

小規模多機能自治（地域のあらゆる団体が結集し、地域課題を自ら解決し地域運営を

を生かし、拠点施設等における地域の実情に応じた子育ち・子育

地域が互いに子育て力を高め合い、地域全体で子どもを育てる意識の醸成に

、子育て中の保護者が身近で気軽に子育ての相談ができる環境づくりを支援します。 



№ 事業・取組み 

58 
多世代交流事業の促

進 

子どもが

子育

多世代

事業

59 
はつらつ公民館学び

支援事業 

地域

を通

ことにより

くり

基本方針８ 企業等における子育て支援の充実

子どもと子育てについては

支援するべきものであり、子育てと仕事の両立にかかる負担感や子育ての不安を緩和し、

安心して子育てができるような環境整備を推進します。

重点施策16 ワーク・ライフ・バランス

企業や社会において、健康で豊かな生活

で柔軟な働き方の重要性が認識され理解される

「働き方改革」による職場環境の改善を実現することが

の向上にもつながるため、職場の意識改革を進め

育児時への参画をより推進します。

№ 事業・取組み 

60 
イクボス宣言推進事

業 

「部下

イフ

者

主な事業

主な事業

59

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

どもが健やかに育ち、保護者が安心して

子育てができるよう、地域の取組みとして

多世代が交流を通してつながりを深める

事業の実施に対し支援を行います。 

実施か所数

10か所 

― 

地域の若い親子世代と高齢者世代の交流

通じた自然体験やふるさと学習を行う

ことにより子どものふるさとの思い出づ

くり、地域への誇りと愛着の醸成を図る。

実施地区 

10地区 

11地区 

企業等における子育て支援の充実

については、企業や社会全体の取組みとしての理解と広がりをもって

支援するべきものであり、子育てと仕事の両立にかかる負担感や子育ての不安を緩和し、

安心して子育てができるような環境整備を推進します。

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた理解促進と啓発

企業や社会において、健康で豊かな生活を送るための仕事以外の時間を確保

が認識され理解されるよう啓発を強化します。 

職場環境の改善を実現することが企業における人材確保や業績

の向上にもつながるため、職場の意識改革を進め、男性の育児休業取得率の向上や家事・

育児時への参画をより推進します。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

部下や同僚等の育児や介護、ワーク・ラ

イフ・バランス等に配慮・理解のある経営

・管理職」の宣言を推進します。 

宣言事業所数

36事業所 

26事業所 

担当課 
平成３０年度

こども課 

生涯学習スポ

ーツ課 

としての理解と広がりをもって

支援するべきものであり、子育てと仕事の両立にかかる負担感や子育ての不安を緩和し、

啓発

時間を確保し、多様

企業における人材確保や業績

の向上や家事・

担当課 
平成３０年度

宣言事業所数

南砺で暮らし

ません課 



61 

ワーク・ライフ・バラ

ンスに関する啓発活

動 

仕事

パンフレット

施し

派遣等

す。

重点施策17 子育てと仕事の

男女がともに働きやすく、

できる職場環境の整備に積極的に取り組む

における取組みの促進及び意識の醸成

№ 事業・取組み 

62 

なんと！やさしい子

育て応援企業認定制

度 

子育

備に

会全体

の醸成

63 
家庭、企業、地域等へ

の啓発活動 

子育

な性別役割分担意識

組織風土

ための

主な事業

60

仕事と生活の調和が取れるよう講演会や

パンフレット作成等による周知・広報を実

し、関係部署・機関との連携や専門家の

派遣等により効果的な啓発活動に努めま

。

啓発活動回数

1回/年 

―  

講演会開催数

1回/年 

―  

専門家派遣

企業数 

20社 

― 

の両立への取組み促進 

子育てと仕事を両立でき、ともに子育てに向き合うことが

職場環境の整備に積極的に取り組む企業の認定制度や表彰制度等を

及び意識の醸成を図ります。 

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

子育てと仕事を両立できる職場環境の整

に積極的に取り組む事業者を認定し、社

会全体で子どもと子育てを応援する意識

醸成を図ります。 

認定事業所数

50件 

26件 

子育てと仕事の両立の実現に向け、固定的

性別役割分担意識の解消や職場優先の

組織風土の是正に向けて、広く意識啓発の

ための広報活動を行います。 

推進 

啓発活動回数

商工課 

講演会開催数

南砺で暮らし

ません課 

こども課 

、ともに子育てに向き合うことが

を通じて、企業

担当課 
平成３０年度

認定事業所数

こども課 

こども課 



基本目標４ 配慮が必要な子どもと家庭への支援

基本方針９ 児童虐待防止対策

児童虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼします。子ども

が生まれる前の妊娠期から児童虐待予防の視点をもって支援をすることが必要です。ま

た、早期発見、迅速かつ適切な対応が求められており、関係機関との連携を強化し、児

童虐待防止への取組みを推進します。

重点施策18 児童虐待防止ネットワークの

子どもの人権や児童虐待防止について、ポスターやパンフレット等の配布のほか、あ

らゆる機会を捉え市民全体への意識啓発活動を推進します。

要保護児童対策地域協議会における関係機関の連携、ネットワークづくり、情報共有

の場を確保し、児童虐待の早期発見・早期対応を行います。

№ 事業・取組み 

64 
要保護児童対策地域

協議会の充実 

要保護児童地域対策協議会

虐待

す。

65 
児童虐待の防止の啓

発普及 

児童虐待防止

関や

重点施策19 子どもと家庭への

福祉、保健・医療、教育等の関係機関と連携しながら、子どもの妊娠期から社会的自

立に至るまでの包括的・継続的な支援に取り組みます。また、必要な人員配置を行い、

その資質向上に努めます。 

主な事業

61

配慮が必要な子どもと家庭への支援

児童虐待防止対策

児童虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼします。子ども

が生まれる前の妊娠期から児童虐待予防の視点をもって支援をすることが必要です。ま

た、早期発見、迅速かつ適切な対応が求められており、関係機関との連携を強化し、児

を推進します。

ネットワークの充実 

子どもの人権や児童虐待防止について、ポスターやパンフレット等の配布のほか、あ

らゆる機会を捉え市民全体への意識啓発活動を推進します。

要保護児童対策地域協議会における関係機関の連携、ネットワークづくり、情報共有

の場を確保し、児童虐待の早期発見・早期対応を行います。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

要保護児童地域対策協議会における児童

虐待ケース等の共通理解・連携を推進しま

。

推進 

ケース会議 35回

実務者会議6回

代表者会議1回

児童虐待防止マニュアルを作成し、関係機

や市民・地域との共有を図ります。 

マニュアルを活

用した研修会等

の実施 

5回 

― 

への総合的な支援 

福祉、保健・医療、教育等の関係機関と連携しながら、子どもの妊娠期から社会的自

立に至るまでの包括的・継続的な支援に取り組みます。また、必要な人員配置を行い、

児童虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼします。子ども

が生まれる前の妊娠期から児童虐待予防の視点をもって支援をすることが必要です。ま

た、早期発見、迅速かつ適切な対応が求められており、関係機関との連携を強化し、児

子どもの人権や児童虐待防止について、ポスターやパンフレット等の配布のほか、あ

要保護児童対策地域協議会における関係機関の連携、ネットワークづくり、情報共有

担当課 
平成３０年度

こども課 回

回

回

活

研修会等

こども課 

福祉、保健・医療、教育等の関係機関と連携しながら、子どもの妊娠期から社会的自

立に至るまでの包括的・継続的な支援に取り組みます。また、必要な人員配置を行い、



№ 事業・取組み 

66 
子ども家庭総合支援

拠点の整備 

すべての

を対象

般を

67 
児童虐待の発生防止、

早期発見 

児童虐待

乳児家庭全戸訪問事業

虐待

68 

関係各課の連携強化

によるきめ細かな支

援の充実 

虐待

ついて

します

基本方針 10 特別な支援が必要な子どもと家庭への支援

障がいや発達に気がかりのある子どもをもつ家庭など何らかの特別な支援が必要な子

どもと家庭に対し、状況に合わせた適切な支援を行うことにより、すべての子どもの幸

せと健やかな育ちを支援します。

重点施策20 障がい児施策の

専門的・広域的な観点からの支援、適切な医療の提供、教育支援体制の整備など、関

係機関が連携をとりながら支援体制の充実を図ります。

※１ 「障がい」「障害」の表記について

「わざわい」などの否定的な意味があり、その人を表すときに「害」を用いることは人権

尊重の観点から好ましくないものと考え、本計画においては「障がい者」と表記します。

ただし、国の法律や県・市の条例などに基づく、制度名や施設名などの固有名詞につい

てはそのままの表記とします。

主な事業

62

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

すべての子どもとその家庭及び妊産婦等

対象として、必要な支援にかかる業務全

を行う支援拠点の整備を検討します。 

設置 

未設置 

児童虐待に関する広報・啓発活動を行い、

乳児家庭全戸訪問事業の実施により児童

虐待の発生防止、早期発見を図ります。 

関係機関との

連携強化 

虐待の再発防止や被虐待児童への対応に

ついて、関係各課の連携を一層強化し支援

します。 

推進 

ケース会議

36回 

特別な支援が必要な子どもと家庭への支援

障がいや発達に気がかりのある子どもをもつ家庭など何らかの特別な支援が必要な子

どもと家庭に対し、状況に合わせた適切な支援を行うことにより、すべての子どもの幸

せと健やかな育ちを支援します。

の充実（※１）

専門的・広域的な観点からの支援、適切な医療の提供、教育支援体制の整備など、関

係機関が連携をとりながら支援体制の充実を図ります。

「障がい」「障害」の表記について：一般的に「障がい者」の「害」の字は「悪くすること」

「わざわい」などの否定的な意味があり、その人を表すときに「害」を用いることは人権

尊重の観点から好ましくないものと考え、本計画においては「障がい者」と表記します。

ただし、国の法律や県・市の条例などに基づく、制度名や施設名などの固有名詞につい

てはそのままの表記とします。

担当課 
平成３０年度

こども課 

との こども課 

健康課 

関係各課 

障がいや発達に気がかりのある子どもをもつ家庭など何らかの特別な支援が必要な子

どもと家庭に対し、状況に合わせた適切な支援を行うことにより、すべての子どもの幸

専門的・広域的な観点からの支援、適切な医療の提供、教育支援体制の整備など、関

一般的に「障がい者」の「害」の字は「悪くすること」

「わざわい」などの否定的な意味があり、その人を表すときに「害」を用いることは人権

尊重の観点から好ましくないものと考え、本計画においては「障がい者」と表記します。

ただし、国の法律や県・市の条例などに基づく、制度名や施設名などの固有名詞につい



№ 事業・取組み 

69 障がい児保育事業 
種々

入体制

70 
障がい児の活動する

場の確保 

発達障

との

めます

71 障害児通所支援事業 
放課後等

援、

72 
就学前障害児の発達

支援の無償化 

児童発達支援

訪問型児童発達支援

福祉型障害児入所施設

施設

73 
医療的ケア児の支援

の充実 

医療的

備に

重点施策21 児童発達支援の

心身の成長や発達に気がかりのある子どもの保護者を対象とした教室や相談会を行う

ことにより、保護者の気づきを促し、早期発見・早期療育に繋がるよう支援します。ま

た、保護者の気持ちに寄り添い、不安軽減を図るよう切れ目のない支援に努めます。

保育園・認定こども園における保育士の専門性を高める研修を行い、個々の子どもの

発達に応じた適切な支援を行う体制の充実に努めます。

№ 事業・取組み 

74 

臨床心理士による発

達や育児に関する個

別相談会の実施 

発達

床心理士

極めます

ついて

も子

主な事業

主な事業

63

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

種々の障がいのある児童の保育園での受

入体制の充実に努めます。 
推進 

発達障がいについての理解啓発、関係機関

との連携により特別支援教育の充実に努

めます。 

特別支援教育の

研修会参加人数

17人/17校

17人/17校

放課後等デイサービスや保育所等訪問支

、児童発達支援等の充実に努めます。 

推進 

延べ利用者数

55人 

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅

訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所

施設の国による利用料の無償化を行います。

推進 

医療的ケア児の保育園での受入体制の整

に向けて検討を進めます。 
推進 

の充実 

心身の成長や発達に気がかりのある子どもの保護者を対象とした教室や相談会を行う

ことにより、保護者の気づきを促し、早期発見・早期療育に繋がるよう支援します。ま

た、保護者の気持ちに寄り添い、不安軽減を図るよう切れ目のない支援に努めます。

保育園・認定こども園における保育士の専門性を高める研修を行い、個々の子どもの

発達に応じた適切な支援を行う体制の充実に努めます。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

発達に気がかりのある子どもについて、臨

床心理士が面談し、子どもの発達状況を見

めます。保育園等や家庭での関わり方に

ついて、具体的に助言を行い、保育園等へ

子どもの関わり方を伝えます。 

延べ相談人数

25人 

19人 

担当課 
平成３０年度

こども課 

の

研修会参加人数

教育総務課 

福祉課 

利用者数

福祉課 

こども課 

心身の成長や発達に気がかりのある子どもの保護者を対象とした教室や相談会を行う

ことにより、保護者の気づきを促し、早期発見・早期療育に繋がるよう支援します。ま

た、保護者の気持ちに寄り添い、不安軽減を図るよう切れ目のない支援に努めます。

保育園・認定こども園における保育士の専門性を高める研修を行い、個々の子どもの

担当課 
平成３０年度

相談人数

こども課 



75 

発達に気がかりをも

つ児童と保護者への

集団支援教室 

発達

保護者

護者同士

もへの

援します

76 保育園訪問事業 

スクールアドバイザー

保育

園を

活動等

ついて

77 
発達障がいに対する

一貫した支援 

保育園

発達障

相談

78 
特別支援教育コーデ

ィネーター配置事業 

学習困難

特別

して

重点施策22 外国につながる

日本語の力や日本の文化・習慣が十分に備わっていない外国につながる子どもたちへ

の細やかな支援に取り組みます。

№ 事業・取組み 

79 

保育園における外国

につながる子どもへ

の支援 

南砺市友好交流協会等

本語

細やかな

80 
外国人児童生徒支援

事業 

外国

生徒

ます

主な事業

64

発達に気がかりをもつ年中・年長児とその

保護者を対象に集団支援教室を開催し、保

護者同士の交流や臨床心理士からの子ど

もへの関わり方の助言を行い、保護者を支

します。 

延べ参加人数

100人 

95人 

スクールアドバイザー、言語聴覚士、指導

保育教諭等がすべての保育園、認定こども

を巡回し、発達上の気がかりがあり集団

活動等に支障がある児童への関わり方に

ついて、園に対して助言、指導を行います。

①訪問延べ数

55回 

②延べ相談人数

550人 

①55回 

②534人 

保育園、認定こども園、小中学校に対して、

発達障がいの支援として、教育相談や就学

相談の利用の働きかけを呼びかけます。 

推進 

学習困難な傾向や発達障がい等が要因で

特別な支援が必要とされる児童生徒に対

して、個別の教育支援を行います。 

推進 

配置人数 

2人 

につながる児童への支援 

日本語の力や日本の文化・習慣が十分に備わっていない外国につながる子どもたちへ

支援に取り組みます。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

南砺市友好交流協会等と連携し、通訳や日

本語の指導等外国につながる子どもへの

やかな支援に努めます。 

推進 

外国から転入する日本語が出来ない児童

生徒に対して、外国語支援講師等を配置し

ます。 

推進 

配置人数 

2人 

参加人数

こども課 

数

相談人数
こども課 

教育総務課 

こども課 

福祉課 

健康課 

教育総務課 

日本語の力や日本の文化・習慣が十分に備わっていない外国につながる子どもたちへ

担当課 
平成３０年度

こども課 

教育総務課 



基本方針 11 子どもの貧困対策の推進

全ての子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの

貧困対策を総合的に推進します。

多様かつ複合的な問題を抱え、社会的孤立に陥りがちな貧困の状況にある家庭に対し、

確実に支援が届くための地域ネットワーク形成を行います。

教育機会の均等な提供や居場所づくりをはじめ、家庭への経済的支援や親の就労支援

の実施による自立に向けた取組

重点施策23 教育支援の充実

家庭環境に左右されることなく子どもの学力が向上するよう、広く学習できる場の確

保、進学意欲を高めるための支援を行います。

学校教育において、児童の置かれた様々な環境に応じた的確な福祉サービスにつない

でいくため、学校と家庭をつなぐスクールソーシャルワーカー等による支援を進めてい

きます。 

子どもの教育・保育にかかる費用の負担軽減を図るため、保育料の軽減や就学援助等

の支援の充実を図ります。また、高等教育の機会を確保するための支援に努めます。

№ 事業・取組み 

81 

ひとり親家庭や生活

困窮者世帯等の子ど

もへの学習支援 

子どもたちの

るための

みます

82 
なんとっ子まなびサ

ポーターの配置 

市内小中学校

児童生徒

図ります

83 
適応指導員・スタディ

メイトの配置 

発達障

児童生徒

う支援

84 
スクールソーシャル

ワーカーの配置 

家庭等

境づくりのためにネットワークを

どもの

85 
要保護準要保護児童

生徒支援事業 

児童生徒

費を

主な事業

65

子どもの貧困対策の推進

全ての子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの

貧困対策を総合的に推進します。

多様かつ複合的な問題を抱え、社会的孤立に陥りがちな貧困の状況にある家庭に対し、

確実に支援が届くための地域ネットワーク形成を行います。

教育機会の均等な提供や居場所づくりをはじめ、家庭への経済的支援や親の就労支援

取組みを推進します。 

充実

家庭環境に左右されることなく子どもの学力が向上するよう、広く学習できる場の確

保、進学意欲を高めるための支援を行います。

学校教育において、児童の置かれた様々な環境に応じた的確な福祉サービスにつない

でいくため、学校と家庭をつなぐスクールソーシャルワーカー等による支援を進めてい

子どもの教育・保育にかかる費用の負担軽減を図るため、保育料の軽減や就学援助等

の支援の充実を図ります。また、高等教育の機会を確保するための支援に努めます。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

どもたちの健やかな育ちや学びを支え

るための学習支援、居場所づくりに取り組

みます。 

推進 

市内小中学校へ学習サポーターを配置し、

児童生徒のつまずきを解消し、学力向上を

ります。 

小中学校配置率

100％ 

100％ 

17校 

発達障がいや不登校などの事情を抱える

児童生徒に対し、学校生活に適応できるよ

支援します。 

推進 

69人/13校

家庭等の環境に働きかけ、よりよい教育環

づくりのためにネットワークを築き、子

どもの抱える問題の解決を支援します。 

配置人数 

2人 

2人 

児童生徒の保護者に対し、学用品等の購入

を援助します。 

推進 

215人/3,442人

全ての子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの

多様かつ複合的な問題を抱え、社会的孤立に陥りがちな貧困の状況にある家庭に対し、

教育機会の均等な提供や居場所づくりをはじめ、家庭への経済的支援や親の就労支援

家庭環境に左右されることなく子どもの学力が向上するよう、広く学習できる場の確

学校教育において、児童の置かれた様々な環境に応じた的確な福祉サービスにつない

でいくため、学校と家庭をつなぐスクールソーシャルワーカー等による支援を進めてい

子どもの教育・保育にかかる費用の負担軽減を図るため、保育料の軽減や就学援助等

の支援の充実を図ります。また、高等教育の機会を確保するための支援に努めます。

担当課 
平成３０年度

こども課 

小中学校配置率

教育総務課 

教育総務課 

教育総務課 

教育総務課 

人



重点施策24 生活支援の充実

貧困の問題を抱える家庭が地域で自立した生活基盤を築くことができるよう、保護者

に対して生活全般にかかる相談・支援の充実を図ります。また、地域からの孤立を防ぐ

ための体制づくりを進めます。

社会生活を営む上での困難を有する子ども・若者に対して、自立した生活を築いてい

けるよう就労や学び直し、社会参加を支援する環境づくりに取り組みます。

№ 事業・取組み 

86 

母子・父子自立支援員

による相談体制の充

実 

母子

援の

87 

生活困窮者自立支援

窓口での相談体制の

充実 

経済的自立

の充実

88 
若者の自立・就労支援

の実施 

ニート

若者

重点施策25 保護者に対する

子どもの貧困は保護者の貧困と直結しており、保護者の安定した就労と収入を確保し

ていくため、技能や知識の取得に対する支援や就労機会の確保にかかる支援を推進しま

す。 

№ 事業・取組み 

89 
ひとり親家庭の父母

への自立・就業支援 

ハローワークと

の父母

90 

高等職業訓練促進給

付金事業、自立支援教

育訓練給付金事業 

母子

資格

支援

主な事業

主な事業

66

充実

貧困の問題を抱える家庭が地域で自立した生活基盤を築くことができるよう、保護者

に対して生活全般にかかる相談・支援の充実を図ります。また、地域からの孤立を防ぐ

ための体制づくりを進めます。

社会生活を営む上での困難を有する子ども・若者に対して、自立した生活を築いてい

けるよう就労や学び直し、社会参加を支援する環境づくりに取り組みます。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

母子・父子自立支援員による相談・生活支

の充実を図ります。 

推進 

相談件数 

136件 

経済的自立に関する相談・生活支援の体制

充実を図ります。 

推進 

新規相談 

46件 

ニート、ひきこもり、不登校等の子ども・

若者への円滑な支援体制を構築します。 
推進 

する就労支援の充実 

子どもの貧困は保護者の貧困と直結しており、保護者の安定した就労と収入を確保し

ていくため、技能や知識の取得に対する支援や就労機会の確保にかかる支援を推進しま

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

ハローワークと連携を取り、ひとり親家庭

父母の就職支援を推進します。 

推進 

就職人数 

15人 

母子・父子家庭の母や父が、就職に有利な

資格を取得するための支援や能力開発への

支援を実施します。 

推進 

支給人数 

2人 

貧困の問題を抱える家庭が地域で自立した生活基盤を築くことができるよう、保護者

に対して生活全般にかかる相談・支援の充実を図ります。また、地域からの孤立を防ぐ

社会生活を営む上での困難を有する子ども・若者に対して、自立した生活を築いてい

けるよう就労や学び直し、社会参加を支援する環境づくりに取り組みます。

担当課 
平成３０年度

こども課 

福祉課 

関係課 

子どもの貧困は保護者の貧困と直結しており、保護者の安定した就労と収入を確保し

ていくため、技能や知識の取得に対する支援や就労機会の確保にかかる支援を推進しま

担当課 
平成３０年度

こども課 

こども課 



重点施策26 経済的支援の充実

児童扶養手当や医療費の助成、住居の確保等、公的な経済的支援が必要な家庭に行き

届くよう、周知を行い確実に実施します。

№ 事業・取組み 

91 児童扶養手当の支給 
母子

扶養手当

92 
ひとり親家庭等の医

療費の助成 

ひとり

自己負担分

93 

ひとり親家庭等のフ

ァミリー・サポート・

センターの利用料助

成 

ひとり

地域

の推進

護世帯

ァミリー・サポート・センター

成します

94 

ひとり親家庭の高校

生通学定期券補助事

業 

ひとり

校生

95 
ひとり親家庭入学祝

い金 

小学校

を養育

支給

親家庭

主な事業

67

充実

児童扶養手当や医療費の助成、住居の確保等、公的な経済的支援が必要な家庭に行き

届くよう、周知を行い確実に実施します。

内容 

令和６年度

目標値 

平成３０年度

現状値 

母子・父子家庭の経済的支援のため、児童

扶養手当を支給します。 

 推進 

支給人数 

199人 

支給額 

84,979千円

ひとり親家庭等の医療費（保険適用分）の

自己負担分を助成します。 

推進 

助成件数 

5,517件 

ひとり親家庭等の子育ての負担軽減及び

地域における育児に関する相互援助活動

推進を図るため、ひとり親家庭や生活保

護世帯、市町村民税非課税世帯に対し、フ

ァミリー・サポート・センター利用料を助

します。 

推進 

サポート券

発行人数 

16人 

ひとり親家庭の福祉増進に資するため高

校生の定期券購入費の一部を補助します。

 推進 

助成件数 

193件 

助成額 

2,093千円

小学校、中学校、高等学校に入学する児童

養育するひとり親に対し入学祝い金を

支給し、児童の健全育成を助長し、ひとり

親家庭の福祉増進を目指します。 

推進 

支給件数 

88件 

支給額 

3,480千円

児童扶養手当や医療費の助成、住居の確保等、公的な経済的支援が必要な家庭に行き

担当課 
平成３０年度

こども課 

こども課 

こども課 

こども課 

こども課 









第５章 子ども・子育て支援

１ 教育・保育等の提供区域

本市では地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育の現在の利用

状況や施設整備状況などを総合的に勘案し、地域の実情に応じた教育・保育提供区域の

設定、当該区域が地域型保育事業の認可の際に行う需給調整の判断基準、地域

子育て支援事業の提供区域も踏まえて、

設定しています。 

■ 南砺市子ども・子育て支援事業関連施設の位置図

○23② 
⑩

⑬

⑫

⑨

④

⑥

⑮ 

③

○21

○26

○24

⑪

⑭ ○25

⑯

⑱ 

⑲

○27

○28
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子ども・子育て支援の事業展開

教育・保育等の提供区域

本市では地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育の現在の利用

状況や施設整備状況などを総合的に勘案し、地域の実情に応じた教育・保育提供区域の

設定、当該区域が地域型保育事業の認可の際に行う需給調整の判断基準、地域

子育て支援事業の提供区域も踏まえて、第１期計画と同様に各提供区域は１区域として

南砺市子ども・子育て支援事業関連施設の位置図

○22

⑧

⑦

⑤

①
⑰

◎市役所 

①認定こども園（保育所型）井波にじいろ保育園

子育て支援センターきらきら

②認定こども園（幼保連携型）福野青葉幼稚園

③認定こども園（幼保連携型）福光青葉幼稚園

④認可保育園 城端さくら保育園

子育て支援センターさくらんぼ

⑤認可保育所 平みどり保育園

⑥認可保育所 上平保育園

⑦認可保育所 利賀ささゆり保育園

⑧認可保育所 山野保育園

⑨認可保育所 井口保育園

⑩認可保育所 福野ひまわり保育園

子育て支援センターたんぽぽ

⑪認可保育所 福野おひさま保育園

子育て支援センターあっぷる

⑫認可保育所 福光どんぐり保育園

子育て支援センターにこにこ

⑬認可保育所 福光南部あおぞら保育園

⑭認可保育所 福光東部かがやき保育園

子育て支援センターほほえみ

⑮認可保育所 喜志麻保育園（私立）

子育て支援センターぴよぴよ広場

⑯認可外保育施設 

福光あおい病院託児室「まんまぐらんま」

⑰認可外保育施設 寺子こどもえん

⑱認可外保育施設 あすなろ保育園

⑲認可外保育施設 

公立南砺中央病院院内保育所「どんぐり」

⑳認可外保育施設 

南砺市民病院院内保育所「カルガモ広場」

○21放課後児童クラブ「さくらっこクラブ」
○22放課後児童クラブ「井波子どもホーム」
○23放課後児童クラブ「アルカスクラブ」
○24放課後児童クラブ「アルカスのびのびひろば」
○25放課後児童クラブ「きっずらんどクラブ」
○26放課後児童クラブ「福光中部っ子クラブ」
○27放課後児童クラブ「福光東部っ子クラブ」

「東部げんきっ子クラブ」

○28放課後児童クラブ「福光南部っ子クラブ」

○20

展開

本市では地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育の現在の利用

状況や施設整備状況などを総合的に勘案し、地域の実情に応じた教育・保育提供区域の

設定、当該区域が地域型保育事業の認可の際に行う需給調整の判断基準、地域子ども・

第１期計画と同様に各提供区域は１区域として

①認定こども園（保育所型）井波にじいろ保育園

子育て支援センターきらきら

②認定こども園（幼保連携型）福野青葉幼稚園

③認定こども園（幼保連携型）福光青葉幼稚園

城端さくら保育園

子育て支援センターさくらんぼ

平みどり保育園

上平保育園

利賀ささゆり保育園

山野保育園

井口保育園

福野ひまわり保育園

子育て支援センターたんぽぽ

福野おひさま保育園

子育て支援センターあっぷる

福光どんぐり保育園

子育て支援センターにこにこ

福光南部あおぞら保育園

福光東部かがやき保育園

子育て支援センターほほえみ

喜志麻保育園（私立）

子育て支援センターぴよぴよ広場

福光あおい病院託児室「まんまぐらんま」

寺子こどもえん

あすなろ保育園

公立南砺中央病院院内保育所「どんぐり」

南砺市民病院院内保育所「カルガモ広場」

放課後児童クラブ「さくらっこクラブ」

放課後児童クラブ「井波子どもホーム」

放課後児童クラブ「アルカスクラブ」

放課後児童クラブ「アルカスのびのびひろば」

放課後児童クラブ「きっずらんどクラブ」

放課後児童クラブ「福光中部っ子クラブ」

放課後児童クラブ「福光東部っ子クラブ」

「東部げんきっ子クラブ」

放課後児童クラブ「福光南部っ子クラブ」



２ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計

（１）対象事業 

本計画でニーズ量を推計する教育・保育、地域子ども・子育て支援事業は以下のとお

りです。 

■ニーズ量推計の対象事業

教育・保育

地域型保育事

相談支援事業

訪問系事業

通所系事業

その他事業
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教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計

本計画でニーズ量を推計する教育・保育、地域子ども・子育て支援事業は以下のとお

■ニーズ量推計の対象事業

教育・保育施設 

①教育施設（幼稚園、認定こども園）
②保育施設（認可保育所、認定こども園）
③認定こども園 

育事業 

①小規模保育事業 
②家庭的保育事業 
③事業所内保育事業 
（企業主導型保育事業） 

④居宅訪問型保育事業 

相談支援事業
①利用者支援事業 
②地域子育て支援拠点事業 

訪問系事業
①乳児家庭全戸訪問事業 
②養育支援訪問事業 

通所系事業

①子育て短期支援事業 
②一時預かり事業 
③延長保育事業 
④病児保育事業 
⑤放課後児童クラブ 
（放課後児童健全育成事業）

その他事業
①妊婦一般健康診査 
②ファミリー・サポート・センター事業
（子育て援助活動支援事業）

③実費徴収に係る補足給付を行う事業
④多様な主体が本制度に参入することを
促進するための事業 

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計

本計画でニーズ量を推計する教育・保育、地域子ども・子育て支援事業は以下のとお

①教育施設（幼稚園、認定こども園）
②保育施設（認可保育所、認定こども園）

（放課後児童健全育成事業）

ファミリー・サポート・センター事業
（子育て援助活動支援事業）

③実費徴収に係る補足給付を行う事業
④多様な主体が本制度に参入することを



（２）推計の手順 

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計にあたっては、就学前児

童の保護者を対象としたニーズ量調査の結果をもとに、国が示した「第

ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方（改訂版）」

の手順に沿って算出し、本市の地域特性の整合性等を検証しながら、修正・加工を行

いました。 

■ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計のフロー

１ １号認定（認定こども園及

２ ２号認定（認定こども園及

３ ３号認定（認定こども園及

＋地域型保育

整備量の検討 

確保策の検討 

参酌標準の

家庭類型の分類(潜在) 

転職・就労希望から算出

就学前児童保護者対象のニーズ調査

家庭類型の分類(現在) 

教育・保育の量の見込みの算出 

人口推計 

家庭類型(潜在)別推計児童数の算出
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教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計にあたっては、就学前児

童の保護者を対象としたニーズ量調査の結果をもとに、国が示した「第

ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方（改訂版）」

の手順に沿って算出し、本市の地域特性の整合性等を検証しながら、修正・加工を行

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計のフロー

【家庭類型】 

タイプＡ ：ひとり親家庭 

タイプＢ ：フルタイム×フルタイム 

タイプＣ ：フルタイム×パートタイム 

(月120時間以上＋月下限時間[

～120時間の一部) 

タイプＣ’：フルタイム×パートタイム 

(月下限時間[48～64時間]未満

[48～64時間]～120時間の一部

タイプＤ ：専業主婦(夫) 

タイプＥ ：パートタイム×パートタイム 

(双方が月120時間以上＋月下限時間

時間]～120時間の一部) 

タイプＥ’：パートタイム×パートタイム 

(いずれかが月下限時間[48～64

下限時間[48～64時間]～120時間

タイプＦ ：無業×無業 

１ 利用者支援事業 

２ 地域子育て支援拠点事業

３ 乳児家庭全戸訪問事業 

４ 療養支援訪問事業 

５ 子育て短期支援事業 

６ 一時預かり事業 

７ 延長保育事業 

８ 病児保育事業 

９ 放課後児童クラブ 

（放課後児童健全育成事業

10 妊婦一般健康診査 

11 ファミリー・サポート・センター

（子育て援助活動支援事業

12 実費徴収に係る補足給付を

13 多様な主体が本制度に参入

進するための事業 

園及び幼稚園） 

園及び保育所） 

園及び保育所 

地域型保育） 

整備量の検討 

確保策の検討 

の勘案 

算出

調査の実施 

地域子ども・子育て支援事業の量の見込

算出

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計にあたっては、就学前児

童の保護者を対象としたニーズ量調査の結果をもとに、国が示した「第２期市町村子

ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方（改訂版）」

の手順に沿って算出し、本市の地域特性の整合性等を検証しながら、修正・加工を行

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量推計のフロー

[48～64時間]

未満＋月下限時間

一部) 

月下限時間[48～64

64時間]未満＋月

時間の一部) 

放課後児童健全育成事業） 

ファミリー・サポート・センター事業 

援助活動支援事業）  

を行う事業 

参入することを促

見込みの算出 



1,946 1,906

2,328 2,237

4,274 4,143

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2017年 2018年

（３）子ども人口の推計 

本市の子ども人口の推計について、０～５歳では

ら2024（令和6）年には1,594

います。一方、６～11歳においても

6）年には1,959人と推計され

2017年 
(実績値) 

2018
(実績値

０～11歳 4,274 4,143

０歳 276

１歳 323

２歳 326

３歳 343

４歳 340

５歳 338

０～５歳 1,946 1,906

６歳 372

７歳 338

８歳 394

９歳 390

10歳 408

11歳 426

６～11歳 2,328 2,237

資料：2017年～2019年は、住民基本台帳

2020年～2024年は、実績値

※コーホートセンサス変化率法

た推計対象となる近い将来に

（人）
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1,883 1,815 1,756 1,697 1,654

2,177 2,135 2,076 2,061 1,987

4,060 3,950 3,832 3,758 3,641

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

本市の子ども人口の推計について、０～５歳では2019（令和元）年の

1,594人と推計され289人（15.3％）の減少が予測されて

歳においても2019（令和元）年の2,177人から

人と推計され218人（10.0％）の減少が予測されています

■ 子ども人口の推移と推計 

2018年 
実績値)

2019年 
(実績値)

2020年 2021年 2022年 2023

4,143 4,060 3,950 3,832 3,758 3,641

291 284 263 256 246

286 302 296 274 267

314 293 302 296 274

331 322 299 308 302

342 332 322 299 308

342 350 333 323 300

1,906 1,883 1,815 1,756 1,697 1,654

334 340 348 331 321

368 335 340 348 331

337 375 338 343 351

394 338 374 337 342

393 394 340 376 339

411 395 395 341 377

2,237 2,177 2,135 2,076 2,061 1,987

住民基本台帳（各年３月31日） 

実績値を基にしたコーホートセンサス変化率法※による推計（各年３

変化率法･･･第１期計画においても採用していた手法であり、推計期間

に特殊な人口変動が予想されないため、この手法を用いています

■ 子ども人口の推計 

1,594

1,959

3,553

2024年

６～11歳

０～５歳

年の1,883人か

％）の減少が予測されて

人から2024（令和

％）の減少が予測されています。 

単位：人 

2023年 2024年 

3,641 3,553

239 231

257 250

267 257

280 273

302 280

309 303

1,654 1,594

298 307

321 298

334 324

350 333

344 352

340 345

1,987 1,959

３月31日） 

推計期間が比較的短く、ま

いています。 



（４）家庭類型（現在・潜在）別児童数の推計

家庭類型（現在・潜在）別児童数は、国の手引きに従ってニーズ調査結果から家庭

類型の現在割合とともに、今後１年以内に転職の希望や無業からの就労希望等の意向

を反映させた潜在割合を算出し、推計します。

■ 児童（０～５歳）の家庭類型（現在・潜在）の割合

家庭類型 

タイプＡ ひとり親家庭 

タイプＢ フルタイム×フルタイム

タイプＣ 
フルタイム×パートタイム
(月120時間以上＋

タイプＣ’
フルタイム×パートタイム
(月下限時間[48～

120時間の一部) 

タイプＤ 専業主婦（夫）

タイプＥ 
パートタイム×
(双方が月120時間以上

の一部) 

タイプＥ’
パートタイム×
(いずれかが月下限時間

64時間]～120時間

タイプＦ 無業×無業 

そして、2020（令和２）年度～

在）別の割合を乗じてそれぞれの児童数を算出します。

■

家庭類型 潜在割合 2020

タイプＡ 4.5

タイプＢ 58.2

タイプＣ 27.8

タイプＣ’ 2.7

タイプＤ 6.6

タイプＥ 0.0

タイプＥ’ 0.1

タイプＦ 0.0

推計児童数 
（０～５歳）

1.0
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・潜在）別児童数の推計

家庭類型（現在・潜在）別児童数は、国の手引きに従ってニーズ調査結果から家庭

類型の現在割合とともに、今後１年以内に転職の希望や無業からの就労希望等の意向

を反映させた潜在割合を算出し、推計します。

児童（０～５歳）の家庭類型（現在・潜在）の割合

説  明 現在 

4.5

フルタイム 55.0

パートタイム
＋月下限時間[48～64時間]～120時間の一部)

27.9

パートタイム
～64時間]未満＋月下限時間[48～64時間]～ 2.0

10.3

パートタイム 
時間以上＋月下限時間[48～64時間]～120時間 0.1

パートタイム 
月下限時間[48～64時間]未満＋月下限時間[48～

時間の一部) 

0.1

0.0

（令和２）年度～2024（令和６）年度の推計児童数に家庭類型（潜

在）別の割合を乗じてそれぞれの児童数を算出します。

■ 推計年度別の児童数（０～５歳） 
単位：％（潜在割合）、

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

82 80 77 75

1,057 1,023 988 963

505 488 472 460

50 48 47 45

119 115 111 109

0 0 0 0

2 2 2 2

0 0 0 0

1,815 1,765 1,697 1,654

家庭類型（現在・潜在）別児童数は、国の手引きに従ってニーズ調査結果から家庭

類型の現在割合とともに、今後１年以内に転職の希望や無業からの就労希望等の意向

単位：％ 

潜在

4.5

58.2

27.8

2.7

6.6

0.0

0.1

0.0

（令和６）年度の推計児童数に家庭類型（潜

）、人（児童数） 

2024年度 

75 72

963 928

460 443

45 44

109 105

0 0

2 2

0 0

1,654 1,594 



（５）教育・保育の利用実績と今後のニーズ量見込み

第１期計画で利用された教育・保育

保育施設である認定こども園、保育所、幼稚園の利用が８割以上となっています。

なお、この期間において待機児童の発生はありませんでした。

認定区分 

2015 
年度 

①利用者数 

②
確
保
の
状
況

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

2016 
年度 

①利用者数 

②
確
保
の
状
況

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

2017 
年度 

①利用者数 

②
確
保
の
状
況

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

2018 
年度 

①利用者数 

②
確
保
の
状
況

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 
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）教育・保育の利用実績と今後のニーズ量見込み

計画で利用された教育・保育の量の実績等は以下のとおり、本市では教育・

保育施設である認定こども園、保育所、幼稚園の利用が８割以上となっています。

なお、この期間において待機児童の発生はありませんでした。

■ 教育・保育の利用実績 

１号 ２号 
３号 

０歳 １･２歳 計

50 979 116 479

55 1,130 130 535

幼稚園 - - - -

- - - -

- - - -

0 10 3 5

5 161 17 61

51 982 123 496

62 1,079 127 531

幼稚園 - - - -

- - - -

- - - -

1 4 2 6

12 101 6 41

47 955 132 474

67 1,077 129 548

幼稚園 - - - -

- - - -

- - - -

1 2 3 6

21 124 0 80

53 951 161 505

67 1,089 156 551

幼稚園 - - - -

- - - -

- - - -

0 4 5 2

14 142 0 48

量の実績等は以下のとおり、本市では教育・

保育施設である認定こども園、保育所、幼稚園の利用が８割以上となっています。

単位：人 

合計 
計

595 1,624

665 1,850

- -

- -

- -

8 18

78 244

619 1,652

658 1,799

- -

- -

- -

8 13

47 160

606 1,608

675 1,819

- -

- -

- -

9 12

78 223

666 1,670

678 1,834

- -

- -

- -

7 11

19 175



教育・保育のニーズ量の見込みは、家庭類型（潜在）別児童数に各事業の予測利用

率（希望率を精査した率）を乗じて算出します。その結果、本市に居住する就学前児

童の教育・保育のニーズ量の見込みは以下のとおりです。

■

認定区分 

2020 
年度 

①量の見込み 

②
確
保
方
策

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

2021 
年度 

①量の見込み 

②
確
保
方
策

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

2022 
年度 

①量の見込み 

②
確
保
方
策

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

2023 
年度 

①量の見込み 

②
確
保
方
策

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

2024 
年度 

①量の見込み 

②
確
保
方
策

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 
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教育・保育のニーズ量の見込みは、家庭類型（潜在）別児童数に各事業の予測利用

率（希望率を精査した率）を乗じて算出します。その結果、本市に居住する就学前児

童の教育・保育のニーズ量の見込みは以下のとおりです。

教育・保育の量の見込みと確保方策 

１号 ２号 
３号 

０歳 １･２歳 計

50 925 150 510

70 1,070 170 510

幼稚園 - - - -

0 0 5 5

0 5 0 5

0 5 5 5

20 155 30 15

50 905 150 500

70 1,050 170 500

幼稚園 - - - -

0 0 5 5

0 5 0 5

0 5 5 5

20 155 30 15

50 885 150 490

70 1,030 170 490

幼稚園 - - - -

0 0 5 5

0 5 0 5

0 5 5 5

20 155 30 15

50 865 150 480

70 1,010 170 480

幼稚園 - - - -

0 0 5 5

0 5 0 5

0 5 5 5

20 155 30 15

50 845 150 470

70 990 170 470

幼稚園 - - - -

0 0 5 5

0 5 0 5

0 5 5 5

20 155 30 15

教育・保育のニーズ量の見込みは、家庭類型（潜在）別児童数に各事業の予測利用

率（希望率を精査した率）を乗じて算出します。その結果、本市に居住する就学前児

単位：人 

合計 
計

660 1,635

680 1,820

- -

10 10

5 10

10 15

45 220

650 1,605

670 1,790

- -

10 10

5 10

10 15

45 220

640 1,575

660 1,760

- -

10 10

5 10

10 15

45 220

630 1,545

650 1,730

- -

10 10

5 10

10 15

45 220

620 1,515

640 1,700

- -

10 10

5 10

10 15

45 220



（６）地域子ども・子育て支援事業のニーズ量

第１期計画で利用された地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込み

下のとおりです。 

■ 地域子ども・子育て支援事業の利用実績

利用者支援事業 

地域子育て支援拠点事業 

乳児家庭全戸訪問事業 

養育支援訪問事業 

子育て短期支援事業 

一時預かり事業 

幼稚園の預かり保育 

一時預かり 

延長保育事業 

病児保育事業 

妊婦一般健康診査 

ファミリー・サポート・センター
（子育て援助活動支援事業）

放課後児童健全育成事業 

小学１～３年生 

小学４～６年生 
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）地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込み等 

計画で利用された地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込み

地域子ども・子育て支援事業の利用実績

単位 
2015 
年度 

2016 
年度 

2017 
年度 

か所 1 1 1

人 20,303 21,753 18,542

人 261 258 283

人 14 19 28

人 - - -

人 

4,423 4,731 4,273

2,122 2,280 2,110

2,301 2,451 2,163

人 504 492 661

人 258 1,420 1,396

人 331 413 398

ファミリー・サポート・センター事業
）

人 458 576 514

人 

373 413 398

306 309 294

67 104 104

計画で利用された地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込み等は、以

2018 
年度 

1

17,547

264

55

-

4,085

2,422

1,663

660

1,504

383

259

383

288

95



地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込み

に各事業の予測利用率（希望率を精査した率）を乗じて算出します。その結果、本市

に居住する就学前児童の地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込み

とおりです。 

■ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

利用者支援事業 

地域子育て支援拠点事業 

乳児家庭全戸訪問事業 

養育支援訪問事業 

子育て短期支援事業 

一時預かり事業 

幼稚園の預かり保育 

一時預かり 

延長保育事業 

病児保育事業 

妊婦一般健康診査 

ファミリー・サポート・センター
（子育て援助活動支援事業） 

放課後児童健全育成事業 

小学１～３年生 

小学４～６年生 

79

地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込み等は、家庭類型（潜在）別児童数

に各事業の予測利用率（希望率を精査した率）を乗じて算出します。その結果、本市

に居住する就学前児童の地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込み

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

単位 
2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023
年度

か所 1 1 1

人 18,000 18,000 18,000 18,000

人 280 280 280

人 70 70 70

人 - - -

人 

4,050 3,975 3,900 3,825

2,400 2,380 2,360 2,340

1,650 1,595 1,540 1,485

人 650 650 650

人 1,700 1,700 1,700 1,700

人 300 300 300

ファミリー・サポート・センター事業
人 280 290 300

人 

383 389 383

288 298 293

95 91 90

は、家庭類型（潜在）別児童数

に各事業の予測利用率（希望率を精査した率）を乗じて算出します。その結果、本市

に居住する就学前児童の地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込み等は以下の

2023
年度

2024 
年度 

1 1

8,000 18,000

280 280

70 70

- -

,825 3,750

,340 2,320

,485 1,430

650 650

,700 1,700

300 300

310 320

372 370

282 279

90 91



３ 幼児期の学校教育・保育の量の見込み及び確保の状況

（１）教育・保育施設 

① 教育施設（幼稚園、認定こども園）

幼稚園は、学校教育法に基づく教育機関（学校）で、保護者の就労にかかわらず３

歳から入園できますが、３歳になる学年（満３歳児）の受け入れや預かり保育を行っ

ている園もあります。 

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

ずれも県の認可・認定を受けた施設です。幼保連携型は、認定こども園法に基づく学

校及び児童福祉法に基づく児童福祉施設としての法的位置づけを持ち、教育及び保育

を一体的に提供する施設です。幼稚園型は、幼稚園に保育所の機能を併せ持つ施設で

す（児童福祉法に基づく児童福祉施設としての法的位置づけは持ちません）。保育所型

は、保育所に幼稚園の機能を併せ持つ施設です（学校教育法に基づく学校としての法

的位置づけは持ちません）。また、地方裁量型は、幼稚園・保

い施設が、地域の教育・保育施設として必要な機能を果たすものです。

現在、本市には幼稚園はありません。

○市内の教育施設には、私立の幼保連携型認定こども園（福野青葉幼稚園、福光青葉幼稚

園）、公立の保育所型認定こども園（井波にじいろ保育園）があります。

○市全体としては、就学前児童数は減少してい

なってきており、入園児数が年々増加する傾向にあり

実績値 

①利用者数 

１号認定 

２号認定 

②提供量 

幼稚園 

認定こども園 

乖離（②－①） 

現状と課題 
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幼児期の学校教育・保育の量の見込み及び確保の状況

教育施設（幼稚園、認定こども園）

幼稚園は、学校教育法に基づく教育機関（学校）で、保護者の就労にかかわらず３

歳から入園できますが、３歳になる学年（満３歳児）の受け入れや預かり保育を行っ

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

ずれも県の認可・認定を受けた施設です。幼保連携型は、認定こども園法に基づく学

校及び児童福祉法に基づく児童福祉施設としての法的位置づけを持ち、教育及び保育

を一体的に提供する施設です。幼稚園型は、幼稚園に保育所の機能を併せ持つ施設で

す（児童福祉法に基づく児童福祉施設としての法的位置づけは持ちません）。保育所型

は、保育所に幼稚園の機能を併せ持つ施設です（学校教育法に基づく学校としての法

的位置づけは持ちません）。また、地方裁量型は、幼稚園・保育所のいずれの認可もな

い施設が、地域の教育・保育施設として必要な機能を果たすものです。

市には幼稚園はありません。

○市内の教育施設には、私立の幼保連携型認定こども園（福野青葉幼稚園、福光青葉幼稚

園）、公立の保育所型認定こども園（井波にじいろ保育園）があります。

市全体としては、就学前児童数は減少していますが、私立の認定こども園の需要が高く

数が年々増加する傾向にあります。 

■ 教育施設の利用状況の推移 
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

81 88 90

50 50 46

31 38 44

100 109 114

- - -

100 109 114

19 21 24

幼児期の学校教育・保育の量の見込み及び確保の状況

幼稚園は、学校教育法に基づく教育機関（学校）で、保護者の就労にかかわらず３

歳から入園できますが、３歳になる学年（満３歳児）の受け入れや預かり保育を行っ

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

ずれも県の認可・認定を受けた施設です。幼保連携型は、認定こども園法に基づく学

校及び児童福祉法に基づく児童福祉施設としての法的位置づけを持ち、教育及び保育

を一体的に提供する施設です。幼稚園型は、幼稚園に保育所の機能を併せ持つ施設で

す（児童福祉法に基づく児童福祉施設としての法的位置づけは持ちません）。保育所型

は、保育所に幼稚園の機能を併せ持つ施設です（学校教育法に基づく学校としての法

育所のいずれの認可もな

○市内の教育施設には、私立の幼保連携型認定こども園（福野青葉幼稚園、福光青葉幼稚

認定こども園の需要が高く

：人      

年度

111

53

58

114

-

114

3



実施年度 

2020～2024年度 

○私立の幼保連携型認定こども園は、今後も幼保連携型認定こど
も園として、公立の保育所型認定こども園は、保育所型認定こ
ども園として幼稚園

○就学前児童数は減少していますが、認定こども園の需要が高く
入園児数は
込みによる

■

推計値 2020

①量の見込み 

１号認定 

２号認定 

②確保の状況 

幼稚園 

認定こども園 

乖離（②－①） 

② 保育施設（認定こども園、認可保育所）

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

ずれも県の認可・認定を受けた施設です。

認可保育所は、保護者の就労や親族の介護などで、家庭で保育ができない保護者に

代わって保育する施設で、児童福祉法に基づいて県の認可を受けた児童福祉施設です。

○市内の保育施設には、認可保育所（公立１１園、私立１園）と認定こども園（公立

育所型１園、私立：幼保連携型

○就学前児童数が減少していること等から、２号認定の人数が減少してい

就業率の向上等により低年齢児の年度途中からの入園が増加していることにより、３号

認定（０・１・２歳）特に０歳児の入園児

実績値 

①利用者数 

２号認定 

３号認定 

０歳

１・２歳

確保方策 

現状と課題 

81

確保の内容 

私立の幼保連携型認定こども園は、今後も幼保連携型認定こど
も園として、公立の保育所型認定こども園は、保育所型認定こ
ども園として幼稚園部分を維持していきます。 

○就学前児童数は減少していますが、認定こども園の需要が高く
入園児数は年々増加してきている傾向にあるため、
込みによる提供量を確保していきます。

教育施設の量の見込みと確保の状況 

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

120 120 120 120

50 50 50 50

70 70 70 70

120 120 120 120

- - - -

120 120 120 120

0 0 0 0

保育施設（認定こども園、認可保育所）

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

ずれも県の認可・認定を受けた施設です。

認可保育所は、保護者の就労や親族の介護などで、家庭で保育ができない保護者に

代わって保育する施設で、児童福祉法に基づいて県の認可を受けた児童福祉施設です。

○市内の保育施設には、認可保育所（公立１１園、私立１園）と認定こども園（公立

：幼保連携型２園）があります。 

就学前児童数が減少していること等から、２号認定の人数が減少しています

低年齢児の年度途中からの入園が増加していることにより、３号

特に０歳児の入園児数が増加しています。 

■ 保育施設の利用状況の推移 
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

1,528 1,551 1,506 1,548

938 940 909

587 611 597

113 121 129

474 490 468

私立の幼保連携型認定こども園は、今後も幼保連携型認定こど
も園として、公立の保育所型認定こども園は、保育所型認定こ

○就学前児童数は減少していますが、認定こども園の需要が高く
一定量の見

単位：人 

2024年度

120

50

70

120

-

120

0

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

認可保育所は、保護者の就労や親族の介護などで、家庭で保育ができない保護者に

代わって保育する施設で、児童福祉法に基づいて県の認可を受けた児童福祉施設です。

○市内の保育施設には、認可保育所（公立１１園、私立１園）と認定こども園（公立：保

ますが、女性の

低年齢児の年度途中からの入園が増加していることにより、３号

：人      

年度

1,548

889

659

156

503



②提供量 

認定こども園 

認可保育所 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 

○今後も認可保育所・認定こども園の計１５園で事業を実施しま
す。

○０歳児は、
からの入園が増加していることにより、
ます。

○１・２
歳児、３歳以上児は、
り、

■ 保育施設の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

２号認定 

３号認定 

０歳

１・２歳

②確保の状況 

認定こども園 

認可保育所 

乖離（②－①） 

③ 認定こども園 

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

ずれも県の認可・認定を受けた施設です。

○市内の教育施設には、私立の幼保連携型認定こども園（福野青葉幼稚園、福光青葉幼稚

園）、公立の保育所型認定こども園（井波にじいろ保育園）があります。

○市全体としては、就学前児童数は減少しているが、認定こども園の需要が高くなってき

ており、入園児数が総じて

確保方策 

現状と課題 

82

1,750 1,690 1,705 1,720

210 210 210

1,540 1,480 1,495 1,510

222 139 199

確保の内容 

○今後も認可保育所・認定こども園の計１５園で事業を実施しま

０歳児は、出生児数が減少見込みとなっていますが、年度途中
からの入園が増加していることにより、一定数を確保していき
ます。

・２歳児は、年度途中からの入園が若干あります
歳児、３歳以上児は、就学前児童数が減少している
ゆるやかな減少を見込んだ数としています。

保育施設の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

1,515 1,485 1,455 1,425

855 835 815 795

660 650 640 630

150 150 150 150

510 500 490 480

1,756 1,726 1,696 1,666

266 266 266 266

1,490 1,460 1,430 1,400

241 241 241 241

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

ずれも県の認可・認定を受けた施設です。

○市内の教育施設には、私立の幼保連携型認定こども園（福野青葉幼稚園、福光青葉幼稚

園）、公立の保育所型認定こども園（井波にじいろ保育園）があります。

市全体としては、就学前児童数は減少しているが、認定こども園の需要が高くなってき

総じて増加している傾向にあります。 

1,720

210

1,510

172

○今後も認可保育所・認定こども園の計１５園で事業を実施しま

すが、年度途中
一定数を確保していき

若干ありますが、１・２
いること等によ

単位：人 

2024年度

1,395

775

620

150

470

1,636

266

1,370

241

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

○市内の教育施設には、私立の幼保連携型認定こども園（福野青葉幼稚園、福光青葉幼稚

市全体としては、就学前児童数は減少しているが、認定こども園の需要が高くなってき



■ 認定こども園（再掲）の利用状況の推移

実績値 

①利用者数 

１号認定 

２号認定 

３号認定 

０歳

１・２歳

②提供量 

認定こども園 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 

○私立
も園として、公立の保育所型認定こども園は、保育所型認定こ
ども園として幼稚園

○就学前児童数は減少していますが、認定こども園の需要が高く
入園児数は年々増加してきている傾向にあるため、一定
込みによる提供量を確保していきます。

■ 認定こども園（再掲）の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

１号認定 

２号認定 

３号認定 

０歳

１・２歳

②確保の状況 

認定こども園 

乖離（②－①） 

確保方策 

83

認定こども園（再掲）の利用状況の推移
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

305 333 316

59 55 47

145 153 147

101 125 122

23 26 15

78 99 107

330 350 365

330 350 365

25 17 49

確保の内容 

私立の幼保連携型認定こども園は、今後も幼保連携型認定こど
も園として、公立の保育所型認定こども園は、保育所型認定こ
ども園として幼稚園部分を維持していきます。 

○就学前児童数は減少していますが、認定こども園の需要が高く
入園児数は年々増加してきている傾向にあるため、一定
込みによる提供量を確保していきます。

認定こども園（再掲）の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

350 350 350 350

50 50 50 50

170 170 170 170

130 130 130 130

30 30 30 30

100 100 100 100

365 365 365 365

365 365 365 365

15 15 15 15

：人      

年度

344

53

173

118

27

91

365

365

21

の幼保連携型認定こども園は、今後も幼保連携型認定こど
も園として、公立の保育所型認定こども園は、保育所型認定こ

○就学前児童数は減少していますが、認定こども園の需要が高く
入園児数は年々増加してきている傾向にあるため、一定量の見

単位：人 

2024年度

350

50

170

130

30

100

365

365

15



（２）地域型保育事業 

① 小規模保育事業 

国が定める最低基準に適合した保育施設で、市町村の認可を受けた定員６～

行う保育事業です。 

○現在、小規模保育事業を実施している施設は

業の実施について対応していきます

■

実績値 

①総利用者数 

２号認定 

３号認定

０歳 

１・２歳

②提供量 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 
○現在、小規模保育事業を実施している施設はなく、小規模保育
事業の実施の意向を持つ施設もありません。
ながら、事業の実施について

■ 小規模保育事業の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

２号認定 

３号認定

０歳 

１・２歳

②確保の状況 

乖離（②－①） 

  ② 家庭的保育事業 

保育者の家庭などで子どもを保育するサービスです。

現状と課題 

確保方策 

84

国が定める最低基準に適合した保育施設で、市町村の認可を受けた定員６～

○現在、小規模保育事業を実施している施設はありません。今後の動向等をみながら、事

対応していきます。 

■ 小規模保育事業の利用状況の推移 
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

確保の内容 

○現在、小規模保育事業を実施している施設はなく、小規模保育
事業の実施の意向を持つ施設もありません。今後の動向等をみ
ながら、事業の実施について対応していきます。

小規模保育事業の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

保育者の家庭などで子どもを保育するサービスです。

国が定める最低基準に適合した保育施設で、市町村の認可を受けた定員６～19人で

今後の動向等をみながら、事

：人          

年度

-

-

-

-

-

-

-

○現在、小規模保育事業を実施している施設はなく、小規模保育
今後の動向等をみ

単位：人 

2024年度

-

-

-

-

-

-

-



○現在、家庭的保育事業を実施している

○今後の利用は、ファミリー・サポート・センター事業

の実施について対応していきます。

■

実績値 

①総利用者数 

２号認定 

３号認定

０歳 

１・２歳

②提供量 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 
○現在、

○今後の利用は、ファミリー・サポート・センター事業や今後の
動向等をみながら、事業の実施について対応していきます。

■ 家庭的保育事業の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

２号認定 

３号認定

０歳 

１・２歳

②確保の状況 

乖離（②－①） 

  ③ 事業所内保育事業（企業主導型保育施設）

企業などが、主に従業員用に運営する保育施設です。

○２０１７（平成２９）年４月に福寿会の「あすなろ保育園」が開設され

受け入れる地域枠も設定し、運営されています

現状と課題 

現状と課題 

確保方策 

85

○現在、家庭的保育事業を実施している事業者等はありません 

○今後の利用は、ファミリー・サポート・センター事業や今後の動向等をみながら、事業

の実施について対応していきます。

■ 家庭的保育事業の利用状況の推移 
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

確保の内容 

現在、家庭的保育事業を実施している事業者等はありません

今後の利用は、ファミリー・サポート・センター事業や今後の
動向等をみながら、事業の実施について対応していきます。

家庭的保育事業の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

事業所内保育事業（企業主導型保育施設）

企業などが、主に従業員用に運営する保育施設です。

年４月に福寿会の「あすなろ保育園」が開設され、地域の児童も

受け入れる地域枠も設定し、運営されています。 

や今後の動向等をみながら、事業

：人      

年度

-

-

-

-

-

-

-

ありません。

今後の利用は、ファミリー・サポート・センター事業や今後の
動向等をみながら、事業の実施について対応していきます。

単位：人 

2024年度

-

-

-

-

-

-

-

、地域の児童も



■

実績値 

①総利用者数 

２号認定 

３号認定

０歳 

１・２歳

②提供量 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 
○あすなろ保育園
す。

■ 事業所内保育事業の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

２号認定 

３号認定

０歳 

１・２歳

②確保の状況 

乖離（②－①） 

④ 居宅訪問型保育事業 

ベビーシッターのような保育者が、子どもの家庭で保育するサービスです。

○現在、居宅訪問型保育事業を実施している

■ 居宅訪問型保育事業の利用状況の推移

実績値 

①総利用者数 

２号認定 

３号認定

０歳 

１・２歳

②提供量 

乖離（②－①） 

確保方策 

現状と課題 

86

事業所内保育事業の利用状況の推移 
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

- - 6

- - 0

- - 6

- - 3

- - 3

- - 16

- - 10

確保の内容 

あすなろ保育園は企業主導型保育事業を継続実施していきま

事業所内保育事業の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

10 10 10 10

0 0 0 0

10 10 10 10

5 5 5 5

5 5 5 5

18 18 18 18

8 8 8 8

ベビーシッターのような保育者が、子どもの家庭で保育するサービスです。

○現在、居宅訪問型保育事業を実施している保育事業はありません。 

居宅訪問型保育事業の利用状況の推移
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

：人      

年度

11

0

11

5

6

18

7

企業主導型保育事業を継続実施していきま

単位：人 

2024年度

10

0

10

5

5

18

8

ベビーシッターのような保育者が、子どもの家庭で保育するサービスです。

：人      

年度

-

-

-

-

-

-

-



実施年度 

2020～2024年度 
○現在、
せん。今後の動向等をみながら、事業の実施について対応して
いきます。

■ 居宅訪問型保育事業の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

２号認定 

３号認定

０歳 

１・２歳

②確保の状況 

乖離（②－①） 

確保方策 
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確保の内容 

現在、居宅訪問型保育事業を実施している保育者等
せん。今後の動向等をみながら、事業の実施について対応して
いきます。

居宅訪問型保育事業の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

保育者等はありま
せん。今後の動向等をみながら、事業の実施について対応して

単位：人 

2024年度

-

-

-

-

-

-

-



４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保の状況

（１）相談支援事業 

① 利用者支援事業 

妊娠期から育児期まで子どもや保護者に関わる身近な場所である保健センターにお

いて、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等

を行うとともに、こども課、保育園、学校等の関係機関と情報共有や連絡調整を実施

し、健やかな子どもの育ちを支援する事業です。

○多様化・複雑化する相談等への支援を実施するため関係機関との連絡調整の体制整

備が重要です。

■

実績値 

①必要か所数 

②提供量 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 
○福光保健
ます

■ 利用者支援事業の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

②確保の状況 

乖離（②－①） 

現状と課題 

確保方策 
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地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保の状況

妊娠期から育児期まで子どもや保護者に関わる身近な場所である保健センターにお

いて、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等

を行うとともに、こども課、保育園、学校等の関係機関と情報共有や連絡調整を実施

し、健やかな子どもの育ちを支援する事業です。

多様化・複雑化する相談等への支援を実施するため関係機関との連絡調整の体制整

■ 利用者支援事業の利用状況の推移 
単位：か

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

1 1 1

1 1 1

0 0 0

確保の内容 

福光保健センターを利用者支援事業の拠点として継続実施
ます。 

利用者支援事業の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保の状況

妊娠期から育児期まで子どもや保護者に関わる身近な場所である保健センターにお

いて、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等

を行うとともに、こども課、保育園、学校等の関係機関と情報共有や連絡調整を実施

多様化・複雑化する相談等への支援を実施するため関係機関との連絡調整の体制整

か所      

年度

1

1

0

継続実施し

単位：か所 

2024年度 

1

1

0



 ② 地域子育て支援拠点事業

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場を提供し、子育てについての相談、情報

の提供、助言その他の援助を行う

○現在、保育園等に併設の子育て支援センター９か所で子育て支援事業を実施しています。

○2016（平成28）年度か

ロンを実施しています。 

○出生児数の減少や、低年齢児（０・１・２歳児）の保育園等への入園

を含む）が増加し、子育て支援センター利用対象者（未就園児）数が減少しているため、

年々減少する傾向にあります。

開設数の検討が必要となっています。

■ 地域子育て支援拠点事業の利用状況の推移

実績値 

①総利用者数 

②提供量 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 
○今後は各施設の利用者の推移及び利便性、ニーズ等を勘案しな
がら事業量を確保していきます。

■ 地域子育て支援拠点事業の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 18,000

②確保の状況 22,500

乖離（②－①） 

現状と課題 

確保方策 
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地域子育て支援拠点事業

その保護者が相互の交流を行う場を提供し、子育てについての相談、情報

の提供、助言その他の援助を行う子育て支援センターの事業です。 

○現在、保育園等に併設の子育て支援センター９か所で子育て支援事業を実施しています。

年度から、子育て支援センター２か所で土・日曜日の子育て交流サ

○出生児数の減少や、低年齢児（０・１・２歳児）の保育園等への入園（年度の途中入園

が増加し、子育て支援センター利用対象者（未就園児）数が減少しているため、

年々減少する傾向にあります。今後は、地域の利用対象者数の推移やニーズ等を勘案し、

開設数の検討が必要となっています。

地域子育て支援拠点事業の利用状況の推移
単位：人

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

17,547 21,753 18,542 17,547

22,500 22,500 22,500 22,500

4,953 747 3,958 4,953

確保の内容 

○今後は各施設の利用者の推移及び利便性、ニーズ等を勘案しな
がら事業量を確保していきます。

地域子育て支援拠点事業の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

18,000 18,000 18,000 18,000

22,500 22,500 22,500 22,500

4,500 4,500 4,500 4,500

その保護者が相互の交流を行う場を提供し、子育てについての相談、情報

○現在、保育園等に併設の子育て支援センター９か所で子育て支援事業を実施しています。

土・日曜日の子育て交流サ

（年度の途中入園

が増加し、子育て支援センター利用対象者（未就園児）数が減少しているため、

今後は、地域の利用対象者数の推移やニーズ等を勘案し、

人回          

年度

17,547

22,500

4,953

○今後は各施設の利用者の推移及び利便性、ニーズ等を勘案しな

単位：人回 

2024年度 

18,000

22,500

4,500



（２）訪問系事業 

① 乳児家庭全戸訪問事業

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

行うとともに、養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対して適切なサ

ービスを提供する事業です。

○他市町村への長期里帰り等

きないケースについても電話等により状況把握に努めています。

■ 乳児家庭全戸訪問事業の利用状況の推移

実績値 

①総利用者数 

②提供量 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 
○母子保健推進員
等との

■ 乳児家庭全戸訪問事業の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

②確保の状況 

乖離（②－①） 

 ② 養育支援訪問事業 

妊娠・出産・育児期に特に支援が必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に

関する指導・助言等を行うことにより、子どもの保護者等が適切な養育の実施を確保

することができるよう支援を行う事業です。

○育児に対する不安やうつ状態にある産後間もない産婦について、産科医療機関からの情

報提供が増えており、支援が必要な人が増えているのが現状です。

確保方策 

現状と課題 

現状と課題 
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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

行うとともに、養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対して適切なサ

ービスを提供する事業です。

等で生後４か月までに訪問できないケースがあります。訪問で

きないケースについても電話等により状況把握に努めています。

乳児家庭全戸訪問事業の利用状況の推移
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

261 258 283

261 258 283

0 0 0

確保の内容 

母子保健推進員や主任児童委員など、地域の母子を
との協力を得ながら、事業を推進していきます。

乳児家庭全戸訪問事業の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

280 280 280 280

280 280 280 280

0 0 0 0

妊娠・出産・育児期に特に支援が必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に

関する指導・助言等を行うことにより、子どもの保護者等が適切な養育の実施を確保

することができるよう支援を行う事業です。

○育児に対する不安やうつ状態にある産後間もない産婦について、産科医療機関からの情

報提供が増えており、支援が必要な人が増えているのが現状です。

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を

行うとともに、養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対して適切なサ

あります。訪問で

：人          

年度

264

264

0

を支える団体

単位：人 

2024年度 

280

280

0

妊娠・出産・育児期に特に支援が必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に

関する指導・助言等を行うことにより、子どもの保護者等が適切な養育の実施を確保

○育児に対する不安やうつ状態にある産後間もない産婦について、産科医療機関からの情



■ 養育支援訪問事業の利用状況の推移

実績値 

①総利用者数 

②提供量 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 
○こども
支援

■ 養育支援訪問事業の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

②確保の状況 

乖離（②－①） 

確保方策 
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養育支援訪問事業の利用状況の推移
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

14 19 28

18 22 40

4 3 12

確保の内容 

こども課、保育園、児童相談所等の関係機関と連携
支援を行います。 

養育支援訪問事業の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

70 70 70 70

70 70 70 70

0 0 0 0

：人          

年度

55

68

13

連携しながら、

単位：人 

2024年度 

70

70

0



（３）通所系事業

① 子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。

※短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）

○現在、子育て短期支援事業を実施

限られており、必要に応じて県及び近隣市の施設での事業実施について

す。 

■ 子育て短期支援事業の利用状況の推移

実績値 

①総利用者数 

②提供量 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 

○現在、子育て短期支援事業を実施

県内でも対応できる施設が限られており、必要に応じて県及び

近隣市の施設での事業実施について検討していきます。

■ 子育て短期支援事業の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

②確保の状況 

乖離（②－①） 

  ② 一時預かり事業 

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、主として

昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所で、

一時的に預かり、必要な保育

○現在、市内の認可保育所（公立１１園、私立１園）及び認定こども園（公立１園、私立

２園）で実施しています。

現状と課題 

現状と課題 

確保方策 
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保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。

短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）

○現在、子育て短期支援事業を実施できる施設はありません。県内でも対応できる施設が

限られており、必要に応じて県及び近隣市の施設での事業実施について検討していきま

子育て短期支援事業の利用状況の推移
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

- - -

- - -

- - -

確保の内容 

○現在、子育て短期支援事業を実施できる施設はありません。

県内でも対応できる施設が限られており、必要に応じて県及び

近隣市の施設での事業実施について検討していきます。

子育て短期支援事業の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

- - - -

- - - -

- - - -

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、主として

昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所で、

保育を行う事業です。 

○現在、市内の認可保育所（公立１１園、私立１園）及び認定こども園（公立１園、私立

２園）で実施しています。

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。

短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）

県内でも対応できる施設が

検討していきま

：人          

年度

-

-

-

施設はありません。

県内でも対応できる施設が限られており、必要に応じて県及び

近隣市の施設での事業実施について検討していきます。

単位：人 

2024年度 

-

-

-

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、主として

昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所で、

○現在、市内の認可保育所（公立１１園、私立１園）及び認定こども園（公立１園、私立



○出生児数の減少や、低年齢児（０・１・２歳児）の保育園等への入園が増加

一時預かりの需要が減っているため、総利用者数は、年々減少傾向にあります。

■

実績値 

①総利用者数 

１号認定 

２号認定 

上記以外 

②提供量 

幼稚園部分の 
預かり保育 

幼稚園部分以外の 
預かり保育 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 
○今後
こども園（公立１園、私立２園）で継続実施していきます。

■ 一時預かり事業の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

１号認定 

２号認定 

上記以外 

②確保の状況 

幼稚園部分の 
預かり保育 

幼稚園部分以外の 
預かり保育 

 ③ 延長保育事業 

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、保育所等で保育を実施する事業です

○現在、市内の認可保育所（公立

園）で実施しています。 

○新制度への移行に伴い、早朝７時～８時、夕方４時～６時の保育も延長保育とされるこ

現状と課題 

確保方策 
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出生児数の減少や、低年齢児（０・１・２歳児）の保育園等への入園が増加

一時預かりの需要が減っているため、総利用者数は、年々減少傾向にあります。

■ 一時預かり事業の利用状況の推移 
単位：人

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

4,423 4,731 4,273 4,085

2,122 2,280 2,110 2,422

217 91 205

2,084 2,360 1,958 1,531

9,238 9,238 9,238 9,238

5,758 5,758 5,758 5,758

3,480 3,480 3,480 3,480

4,815 4,507 4,695 5,153

確保の内容 

今後も、市内の認可保育所（公立１１園、私立１園）及び認定
こども園（公立１園、私立２園）で継続実施していきます。

一時預かり事業の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

4,050 3,975 3,900 3,825

2,400 2,380 2,360 2,340

150 145 140 135

1,500 1,450 1,400 1,350

6,600 6,600 6,600 6,600

3,120 3,120 3,120 3,120

3,480 3,480 3,480 3,480

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、保育所等で保育を実施する事業です。 

○現在、市内の認可保育所（公立8園、私立１園）及び認定こども園（公立１園、私立２

新制度への移行に伴い、早朝７時～８時、夕方４時～６時の保育も延長保育とされるこ

出生児数の減少や、低年齢児（０・１・２歳児）の保育園等への入園が増加するなど、

一時預かりの需要が減っているため、総利用者数は、年々減少傾向にあります。

人日          

年度

4,085

2,422

132

1,531

9,238

5,758

3,480

5,153

市内の認可保育所（公立１１園、私立１園）及び認定
こども園（公立１園、私立２園）で継続実施していきます。

単位：人日 

2024年度 

3,750

2,320

130

1,300

6,600

3,120

3,480

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

園、私立１園）及び認定こども園（公立１園、私立２

新制度への移行に伴い、早朝７時～８時、夕方４時～６時の保育も延長保育とされるこ



とになったことにより、保育短時間認定の利用

■

実績値 

①実利用者数 

②提供量 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 
○今後
ども園（公立１園、私立２園）で継続実施していきます。

■ 延長保育事業（時間外保育事業）の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

②確保の状況 

乖離（②－①） 

 ④ 病児保育事業 

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、

護師等が一時的に保育等する事業です。

応する「病児保育」(2)病気回復期の児童に対応する「病後児保育」

て体調が悪くなった「体調不良児」に対応する３つの事業があります

ついても、2019（令和元）

○2018（平成30）年度までは

も園（公立１園）で「病後児保育」及び「体調不良児」

保育」についても、2019

○2016年度（平成28）より、看護師の常駐している公立保育園６園で、体調不良児に

対応する国の補助事業の実績

■

実績値 

①総利用者数 

②提供量 

乖離（②－①） 

現状と課題 

確保方策 
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とになったことにより、保育短時間認定の利用者数が大幅に増加しています。

■ 延長保育事業の利用状況の推移 
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

504 492 661

504 492 661

0 0 0

確保の内容 

今後も、市内の認可保育所（公立8園、私立１園）及び認定こ
ども園（公立１園、私立２園）で継続実施していきます。

延長保育事業（時間外保育事業）の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

650 650 650 650

650 650 650 650

0 0 0 0

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、

護師等が一時的に保育等する事業です。病児保育事業には、(1)病気になった病児に対

病気回復期の児童に対応する「病後児保育」(3)

て体調が悪くなった「体調不良児」に対応する３つの事業があります.。「病児保育」

（令和元）年10月から南砺市民病院内で開設しています

年度までは、市内の認可保育所（公立5園、私立１園）及び認定こど

「病後児保育」及び「体調不良児」を実施していましたが、

2019（令和元）年10月から南砺市民病院内で開設しています

より、看護師の常駐している公立保育園６園で、体調不良児に

実績を計上したことにより、利用者数は大幅に増加しています。

■ 病児保育事業の利用状況の推移 
単位：人

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

258 1,420 1,396 1,504

3,278 3,278 3,278 3,278

3,020 1,858 1,882 1,774

が大幅に増加しています。

：人          

年度

660

660

0

園、私立１園）及び認定こ
ども園（公立１園、私立２園）で継続実施していきます。

単位：人 

2024年度 

650

650

0

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、保育士・看

病気になった病児に対

保育園等に来

。「病児保育」に

しています。 

園、私立１園）及び認定こど

したが、「病児

月から南砺市民病院内で開設しています。 

より、看護師の常駐している公立保育園６園で、体調不良児に

計上したことにより、利用者数は大幅に増加しています。

人日          

年度

1,504

3,278

1,774



実施年度 

2020～2024年度 
○今後
ども園（公立１園）で
南砺市民病院内で

■ 病児保育事業の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

②確保の状況 

乖離（②－①） 

確保方策 
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確保の内容 

今後も、市内の認可保育所（公立5園、私立１園）及び認定こ
ども園（公立１園）で「病後児保育」及び「体調不良児」を
南砺市民病院内で「病児保育」を継続実施していきます。

病児保育事業の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

1,700 1,700 1,700 1,700

3,758 3,758 3,758 3,758

2,058 2,058 2,058 2,058

園、私立１園）及び認定こ
「病後児保育」及び「体調不良児」を、

ていきます。

単位：人日 

2024年度 

1,700

3,758

2,058



（４）その他事業 

① 妊婦一般健康診査 

胎児と妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①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、妊娠期間中の適切な

時期に必要な医学的検査を実施する事業です。

○妊婦一般健康診査を活用し、妊娠・産褥期の健康管理及び、異常を発見し治療につなぐ

ためには、早期の妊娠届が重要です。

〇妊娠届出時相談において妊婦健診の必要性や重要性を伝えることで、健診受診率の向上

を目指します。 

■

実績値 

年間交付者数（実人数）

妊婦一般健康診査受診
率 

実施年度 

2020～2024年度 
○妊娠届出時
携により

■ 妊婦

推計値 2020

年間交付者数見込み 

妊婦一般健康診査受診
率見込み 

  ② ファミリー・サポート・センター事業

乳幼児や小学生等の児童の預かり等の援助を受けることを希望する方と当該援助を

行うことを希望する方との相

○2018（平成30）年度以降は、放課後児童クラブの延長対応について、放課後児童ク

ラブ事業での延長制度を設けたことにより利用者数が大幅に減少しています。

○保育園等での休日保育や一時預かり、延長保育などで対応できない乳児の預かりや未就

園児の休日の預かり、病児

現状と課題 

現状と課題 

確保方策 
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胎児と妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①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、妊娠期間中の適切な

時期に必要な医学的検査を実施する事業です。

○妊婦一般健康診査を活用し、妊娠・産褥期の健康管理及び、異常を発見し治療につなぐ

ためには、早期の妊娠届が重要です。

〇妊娠届出時相談において妊婦健診の必要性や重要性を伝えることで、健診受診率の向上

妊婦一般健康診査の利用状況の推移 
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

331 315 302

82.9 76.0 86.0 82.3

確保の内容 

妊娠届出時の啓発や妊娠中期のフォロー及び医療機関
により受診勧奨を行い、受診率向上に努めます。

妊婦一般健康診査の量の見込みと確保の状況 

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

300 300 300 300

83.0 84.0 85.0 86.0

ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）

乳幼児や小学生等の児童の預かり等の援助を受けることを希望する方と当該援助を

行うことを希望する方との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。

年度以降は、放課後児童クラブの延長対応について、放課後児童ク

ラブ事業での延長制度を設けたことにより利用者数が大幅に減少しています。

○保育園等での休日保育や一時預かり、延長保育などで対応できない乳児の預かりや未就

園児の休日の預かり、病児・病後児の預かりなどのサービスが不足しています。

胎児と妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①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、妊娠期間中の適切な

○妊婦一般健康診査を活用し、妊娠・産褥期の健康管理及び、異常を発見し治療につなぐ

〇妊娠届出時相談において妊婦健診の必要性や重要性を伝えることで、健診受診率の向上

：人          

年度

281

82.3

医療機関との連

単位：人 

2024年度 

300

87.0

子育て援助活動支援事業）

乳幼児や小学生等の児童の預かり等の援助を受けることを希望する方と当該援助を

互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。

年度以降は、放課後児童クラブの延長対応について、放課後児童ク

ラブ事業での延長制度を設けたことにより利用者数が大幅に減少しています。

○保育園等での休日保育や一時預かり、延長保育などで対応できない乳児の預かりや未就

病後児の預かりなどのサービスが不足しています。



○妊産婦へのニーズ調査結果から、制度の周知度は「知っている」

用については「利用したことがある」

います。 

○一時的に保育が必要になった場合の「ファミリー・サポート・センター」利用状況をみ

るとわずか0.８％にとどまっており、利用していない理由として「利用方法がわからな

い」、「自分が事業の対象者になるかどうかわからない」など、事業名は知っていても詳

細がわからないため利用につながっていないと考えられます。

■ ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）の

実績値 

①総利用者数 

②提供量 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 

○ファミリー・サポート・センター
な利用
とともに
め、

○過去
みました

■ ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）の

推計値 2020

①量の見込み 

②確保の状況 

乖離（②－①） 

 ③ 実費徴収に係る補足給付を行う事業

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支

払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または

行事への参加に要する費用等を助成する事業

実施年度 

2020～2024年度 ○今後

確保方策 

確保方策 
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○妊産婦へのニーズ調査結果から、制度の周知度は「知っている」50.0％でしたが、利

用については「利用したことがある」5.7％、「今後利用したい」23.0％にとどまって

○一時的に保育が必要になった場合の「ファミリー・サポート・センター」利用状況をみ

８％にとどまっており、利用していない理由として「利用方法がわからな

象者になるかどうかわからない」など、事業名は知っていても詳

細がわからないため利用につながっていないと考えられます。

ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）の
利用状況の推移 

単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

458 576 514

458 576 514

0 0 0

確保の内容 

ファミリー・サポート・センター事業の周知について
利用の流れや預かりの様子がわかるような方法で
とともに、協力会員のさらなる確保と研修による質
利用の増加を図ります。 

過去の実績等をもとに2020年度以降の利用量や確保量
みました。 

ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）の
量の見込みと確保の状況 

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

280 290 300 310

280 290 300 310

0 0 0 0

実費徴収に係る補足給付を行う事業

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支

払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または

行事への参加に要する費用等を助成する事業です。 

確保の内容 

今後の動向を見ながら、事業の実施について検討を

％でしたが、利

％にとどまって

○一時的に保育が必要になった場合の「ファミリー・サポート・センター」利用状況をみ

８％にとどまっており、利用していない理由として「利用方法がわからな

象者になるかどうかわからない」など、事業名は知っていても詳

ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）の

単位：人        

年度

259

259

0

について、具体的
で実施する
質の向上に努

確保量を見込

ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）の

単位：人 

2024年度 

320

320

0

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支

払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または

を行います。



 ④ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な

事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業

です。

実施年度 

2020～2024年度 ○今後

確保方策 
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多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な

事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業

確保の内容 

今後の動向を見ながら、事業の実施について検討を

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な

事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業

を行います。



５ 総合的な子どもの放課後対策の推進

国が2018（平成３０）年９月に策定した「新・放課後子ども総合プラン」では、

べての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよ

う、一体型を中心とした「放課後児童クラブ」及び「放課後子ども教室」の計画的な整

備等を以下のとおり進めることとしています。

①待機児童の解消を図り、女性就業率の更なる上昇に対応できるよう整備を図ること。

②全ての小学校区で放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を一体的に又は連携し

て実施すること。 

③新たに放課後児童クラブ又は放課後子ども教室を整備する場合には、学校施設を徹

底的に活用すること。既に小学校外で放課後児童クラブを実施している場合に

ても、小学校の余裕教室等を活用することが望ましい。

④放課後児童クラブは、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る役割を

徹底し、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上を図ること。

本市では、この方針を受け、「放課後児童クラブ」及び「放課後子ども教室」の一体型・

連携型の整備の推進、並びに

業」を含めた総合的な子どもの放課後対策を進めます。

・保護者が労働等により昼間家庭
にいない小学生を対象に、遊び
と生活の場を与える放課後の居
場所を提供し、児童の健全育成
を図ります。 

対象：留守家庭児童 
実施機関：市 

放課後児童クラブ
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総合的な子どもの放課後対策の推進

年９月に策定した「新・放課後子ども総合プラン」では、

児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよ

う、一体型を中心とした「放課後児童クラブ」及び「放課後子ども教室」の計画的な整

備等を以下のとおり進めることとしています。

①待機児童の解消を図り、女性就業率の更なる上昇に対応できるよう整備を図ること。

②全ての小学校区で放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を一体的に又は連携し

③新たに放課後児童クラブ又は放課後子ども教室を整備する場合には、学校施設を徹

底的に活用すること。既に小学校外で放課後児童クラブを実施している場合に

ても、小学校の余裕教室等を活用することが望ましい。

④放課後児童クラブは、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る役割を

徹底し、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上を図ること。

本市では、この方針を受け、「放課後児童クラブ」及び「放課後子ども教室」の一体型・

の整備の推進、並びに県と共同で実施している「とやまっ子さんさん広場推進事

業」を含めた総合的な子どもの放課後対策を進めます。

・保護者が労働等により昼間家庭
にいない小学生を対象に、遊び
と生活の場を与える放課後の居
場所を提供し、児童の健全育成

・子どもたちが地域社会の中で、勉
強やスポーツ、文化活動、地域住
民との交流活動に取り組むことに
より、心豊かに健やかに育まれる
環境づくりを目指します。

対象：すべての児童
実施機関：ＮＰＯ法人、地域づ

くり協議会、各種団体など

放課後子ども教室

一体型 

連携型 

を推進 

年９月に策定した「新・放課後子ども総合プラン」では、す

児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよ

う、一体型を中心とした「放課後児童クラブ」及び「放課後子ども教室」の計画的な整

①待機児童の解消を図り、女性就業率の更なる上昇に対応できるよう整備を図ること。

②全ての小学校区で放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を一体的に又は連携し

③新たに放課後児童クラブ又は放課後子ども教室を整備する場合には、学校施設を徹

底的に活用すること。既に小学校外で放課後児童クラブを実施している場合につい

④放課後児童クラブは、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る役割を

本市では、この方針を受け、「放課後児童クラブ」及び「放課後子ども教室」の一体型・

県と共同で実施している「とやまっ子さんさん広場推進事

子どもたちが地域社会の中で、勉
強やスポーツ、文化活動、地域住
民との交流活動に取り組むことに
より、心豊かに健やかに育まれる
環境づくりを目指します。

実施機関：ＮＰＯ法人、地域づ
くり協議会、各種団体など

放課後子ども教室



（１）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の

終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、

その健全な育成を図る事業です。

○2016（平成28）年度までに３

備を行ってきました。それ以降の利用者数は、ほぼ横ばいの傾向となっています。今後、

児童数は減少していくものの、母親の就業率やフルタイム勤務の増加により、利用を希

望する割合は増加しており、ニーズ調査からも同様の結果が示されています。

○高学年になると低学年に比べ、自主性の成長などから利用者数は少なくなっています。

○放課後の子どもの居場所として、児童館内では放課後児童クラブ事業と児童館事業を行

っており、保護者にとって制度の違いがわかりにくい状況にあります。また、現在行

ている利用料無償化について、当該事業の健全な運営維持や他事業との絡み、公平性の

観点から、利用者が担える負担額を考慮しつつ、検討していく必要があります。

○特別な配慮を必要とする児童の利用も増えており、放課後児童支援員の加配のための人

員確保が必要です。また、適切な対応を行うため、放課後児童支援員の資質向上が求め

られています。

■ 放課後児童クラブ（低学年）の利用状況の推移

実績値 

①総利用者数 

１年生 

２年生 

３年生 

②提供量 

１年生 

２年生 

３年生 

乖離（②－①） 

現状と課題 
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放課後児童健全育成事業） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の

終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、

その健全な育成を図る事業です。

年度までに３か所の放課後児童クラブを増設し、受入人数拡大の整

備を行ってきました。それ以降の利用者数は、ほぼ横ばいの傾向となっています。今後、

児童数は減少していくものの、母親の就業率やフルタイム勤務の増加により、利用を希

望する割合は増加しており、ニーズ調査からも同様の結果が示されています。

○高学年になると低学年に比べ、自主性の成長などから利用者数は少なくなっています。

○放課後の子どもの居場所として、児童館内では放課後児童クラブ事業と児童館事業を行

っており、保護者にとって制度の違いがわかりにくい状況にあります。また、現在行

ている利用料無償化について、当該事業の健全な運営維持や他事業との絡み、公平性の

観点から、利用者が担える負担額を考慮しつつ、検討していく必要があります。

○特別な配慮を必要とする児童の利用も増えており、放課後児童支援員の加配のための人

員確保が必要です。また、適切な対応を行うため、放課後児童支援員の資質向上が求め

放課後児童クラブ（低学年）の利用状況の推移
単位：

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

306 309 294

114 106 118

110 113 98

82 90 78

306 309 294

114 106 118

110 113 98

82 90 78

0 0 0

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の

終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、

の放課後児童クラブを増設し、受入人数拡大の整

備を行ってきました。それ以降の利用者数は、ほぼ横ばいの傾向となっています。今後、

児童数は減少していくものの、母親の就業率やフルタイム勤務の増加により、利用を希

望する割合は増加しており、ニーズ調査からも同様の結果が示されています。

○高学年になると低学年に比べ、自主性の成長などから利用者数は少なくなっています。

○放課後の子どもの居場所として、児童館内では放課後児童クラブ事業と児童館事業を行

っており、保護者にとって制度の違いがわかりにくい状況にあります。また、現在行っ

ている利用料無償化について、当該事業の健全な運営維持や他事業との絡み、公平性の

観点から、利用者が担える負担額を考慮しつつ、検討していく必要があります。

○特別な配慮を必要とする児童の利用も増えており、放課後児童支援員の加配のための人

員確保が必要です。また、適切な対応を行うため、放課後児童支援員の資質向上が求め

人      

年度

288

111

96

81

288

111

96

81

0



■ 放課後児童クラブ（高学年）の利用状況の推移

実績値 

①総利用者数 

４年生 

５年生 

６年生 

②提供量 

４年生 

５年生 

６年生 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 

○現在実施
がえるものの
にあるため

○放課後児童
「放課後子
っ子
どもの

■ 放課後児童クラブ（低学年）の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

１年生 

２年生 

３年生 

②確保の状況 

乖離（②－①） 

■ 放課後児童クラブ（高学年）の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

４年生 

５年生 

６年生 

②確保の状況 

乖離（②－①） 

確保方策 
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放課後児童クラブ（高学年）の利用状況の推移
単位：

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

67 104 104

48 56 67

17 35 27

2 13 10

67 104 104

48 56 67

17 35 27

2 13 10

0 0 0

確保の内容 

現在実施している校区においては、今後もニーズの
がえるものの、児童数の減少に伴い、総利用者数は
にあるため、現状の事業量確保に努めます。 

放課後児童クラブを実施していない旧村部の校区においては
放課後子ども教室」や市と県が共同で実施している
子さんさん広場推進事業」を含めて、地域の実情
どもの居場所づくりに取り組みます。 

放課後児童クラブ（低学年）の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

288 298 293 282

110 113 100 99

106 110 113 100

72 75 80 83

300 300 300 300

12 2 7 18

放課後児童クラブ（高学年）の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

95 91 90 90

55 50 50 52

24 27 24 24

16 14 16 14

95 95 95 95

0 4 10 10

人      

年度

95

43

34

18

95

43

34

18

0

もニーズの高さはうか
は微減の傾向

においては、
している「とやま
実情にあった子

単位：人

2024年度 

279

105

99

75

300

21

単位：人

2024年度 

91

52

25

14

95

9



（２）放課後子ども教室 

市内の各小学校区において、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用しながら

地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ・文化活動・地域住民と

の交流活動等の取り組みを実施することで、子どもたちが地域社会の中で、心豊かに

健やかに育まれる環境づくりを推進する事業です。

○近年、児童生徒数は減少しているものの利用を希望する割合は増加しています。

○放課後児童クラブとの一体的な、または連携による実施が求められています。

○指導者の減少及び高齢化が課題です。

■

実績値 

①利用者数 

低学年 

高学年 

②提供量 

低学年 

高学年 

乖離（②－①） 

実施か所数 

実施年度 

2020～2024年度 

○放課後子
の指導者
ります

■ 放課後

推計値 2020

①量の見込み 

低学年 

高学年 

②確保の状況 

乖離（②－①） 

実施か所数 

現状と課題 

確保方策 
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市内の各小学校区において、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用しながら

地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ・文化活動・地域住民と

の交流活動等の取り組みを実施することで、子どもたちが地域社会の中で、心豊かに

健やかに育まれる環境づくりを推進する事業です。

○近年、児童生徒数は減少しているものの利用を希望する割合は増加しています。

○放課後児童クラブとの一体的な、または連携による実施が求められています。

○指導者の減少及び高齢化が課題です。

放課後子ども教室の利用状況の推移 
単位：人、か

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

4,655 4,777 3,837 5,530

3,633 3,022 2,082 3,658

1,022 1,755 1,755 1,872

4,655 4,777 3,837 5,530

3,633 3,022 2,082 3,658

1,022 1,755 1,755 1,872

0 0 0

11 11 10

確保の内容 

放課後子ども教室について、幅広く周知するとともに
指導者の確保と研修による質の向上に努め、利用
ります。 

放課後子ども教室の量の見込みと確保の状況 

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

5,550 5,570 5,590 5,610

3,670 3,680 3,690 3,700

1,880 1,890 1,900 1,910

5,550 5,570 5,590 5,610

0 0 0 0

10 11 12 13

市内の各小学校区において、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用しながら

地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ・文化活動・地域住民と

の交流活動等の取り組みを実施することで、子どもたちが地域社会の中で、心豊かに

○近年、児童生徒数は減少しているものの利用を希望する割合は増加しています。

○放課後児童クラブとの一体的な、または連携による実施が求められています。

か所      

年度

5,530

3,658

1,872

5,530

3,658

1,872

0

11

するとともに、各教室
利用の増加を図

単位：人

2024年度 

5,630

3,710

1,920

5,630

0

14



（３）とやまっ子さんさん広場推進事業

地域の力を生かした子育ての新たな支え合いを推進するため、地域住民やボランテ

ィア・ＮＰＯ法人等が地域において多様な形で取り組む自主的な子どもの居場所づく

りを進める事業です。放課後児童クラブと比較して、実施期間や時間が柔軟に設定で

き、地域主体で運営されています。

○2018年（平成３０）度までの

和元）年度から本市では小規模多機能自治の取組

いこうという機運の高まりから、いくつかの地域が

和元）年度途中から新たに

■ とやまっ子さんさん広場推進事業の実施

推計値 

実施か所数 

実施年度 

2020～2024年度 

○児童数
において

○各地域
自治

■ とやまっ子さんさん広場推進事業の目標量

推計値 2020

実施か所数 

現状と課題 

確保方策 
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（３）とやまっ子さんさん広場推進事業

地域の力を生かした子育ての新たな支え合いを推進するため、地域住民やボランテ

ィア・ＮＰＯ法人等が地域において多様な形で取り組む自主的な子どもの居場所づく

りを進める事業です。放課後児童クラブと比較して、実施期間や時間が柔軟に設定で

き、地域主体で運営されています。

度までの実施か所数は5か所で推移していましたが、

年度から本市では小規模多機能自治の取組みが始まり、地域課題を自ら解決して

いこうという機運の高まりから、いくつかの地域が取組みを検討しています。

年度途中から新たに取組みを開始した地域が1か所ありました。 

とやまっ子さんさん広場推進事業の実施状況の推移 
単位：か

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

5 5 5

確保の内容 

児童数が少なく放課後児童クラブ事業の基準にあわない
において、代替の放課後対策として環境の整備を進

各地域における子どもの居場所の充実について、小規模多機能
自治における取組みが促進するよう情報提供を行います

とやまっ子さんさん広場推進事業の目標量

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

7 8 9 10

地域の力を生かした子育ての新たな支え合いを推進するため、地域住民やボランテ

ィア・ＮＰＯ法人等が地域において多様な形で取り組む自主的な子どもの居場所づく

りを進める事業です。放課後児童クラブと比較して、実施期間や時間が柔軟に設定で

所で推移していましたが、2019（令

が始まり、地域課題を自ら解決して

を検討しています。2019（令

か所      

年度

5

にあわない校区
進めます。 

小規模多機能
います。 

単位：か所 

2024年度 

11



■放課後対策の状況（

①放課後児童

クラブ 

②

小学校名 学校 その他 学校

福光中部 1 1 

福光南部 1   

福光東部 2   

井波   1 

井口     

利賀     

城端   1 

上平     

福野   2 

2019 年度 
実施 
か所数 

4 5 0

9 

2024 年度 
目標 
か所数 

9 
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■放課後対策の状況（2019 年度）と目標量 

②放課後子ども 

教室 

③とやまっ子 

さんさん広場 
校区ごと

合計実施

か所数 学校
公的 
施設 

その他
公的 
施設 

その他 

         2 

         1 

         2 

 2 1   1 4 

 1   1   2 

 1       1 

   1 2   4 

 2   1   2 

 1   1   4 

0 8 2 5 1 

9 6 24 

14 11 35 

推 進 

単位：か所 

（うち①② 

  一体型 
又は 
連携型 

か所数） 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

9 







第６章

１ 計画の推進 

本計画は、児童福祉のみならず、保健、教育、生活環境、仕事と家庭の両立支援、安

全対策など広範囲にわたる子育て支援に関する総合的な計画です。

このため、庁内の各関係部署間の連携を強化し、全庁的に施策を推進するとともに、

保健センターや教育機関、警察等の関係機関、県、近隣市町村とも協力体制を構築し、

市の隅々まで行きわたる、適切な計画の推進を図ります。

さらに、市民のニーズに応じた適切な子育て支援が行き届くよう、また、子育て支援

に係る多様なサービスを効果的・効率的に提供していくためにも、今後も横のつながり

を強化し、総合的な取組みを推進していきます。そして、計画の進捗状況の把握に努め、

計画的な事業の推進を図ります。

２ 関連機関や地域との連携

この計画を実効性のあるものとするためには、市民や事業者、行政の協働により、施

策を推進していく必要があります。施設や企業、市民一人ひとりの理解と協力を得るた

めにも、本計画の趣旨や理念、施策の内容等の周知を図ります。

また、子育て支援は、保育園や認定こども園、学校といった子育て支援関係者だけが

一手に担うものではなく、これらはあくまでも子育て支援サービスを提供する中心的な

存在であり、市民の一人ひとりが子育て支援の担い手であるという考えのもとに、子育

て環境を支える地域の方々と連携、協働して、子育て支援の輪が広がるまちづくりに

り組みます。 

●仕事と子育ての両立支援 

●職場体験などへの協力など

企 業 

●子どもの学力向上 

●心身の健やかな成長に資する
教育など 

学校など 
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章 計画の推進体制 

本計画は、児童福祉のみならず、保健、教育、生活環境、仕事と家庭の両立支援、安

全対策など広範囲にわたる子育て支援に関する総合的な計画です。

このため、庁内の各関係部署間の連携を強化し、全庁的に施策を推進するとともに、

保健センターや教育機関、警察等の関係機関、県、近隣市町村とも協力体制を構築し、

市の隅々まで行きわたる、適切な計画の推進を図ります。

さらに、市民のニーズに応じた適切な子育て支援が行き届くよう、また、子育て支援

に係る多様なサービスを効果的・効率的に提供していくためにも、今後も横のつながり

を推進していきます。そして、計画の進捗状況の把握に努め、

計画的な事業の推進を図ります。

関連機関や地域との連携

実効性のあるものとするためには、市民や事業者、行政の協働により、施

策を推進していく必要があります。施設や企業、市民一人ひとりの理解と協力を得るた

めにも、本計画の趣旨や理念、施策の内容等の周知を図ります。

また、子育て支援は、保育園や認定こども園、学校といった子育て支援関係者だけが

一手に担うものではなく、これらはあくまでも子育て支援サービスを提供する中心的な

存在であり、市民の一人ひとりが子育て支援の担い手であるという考えのもとに、子育

て環境を支える地域の方々と連携、協働して、子育て支援の輪が広がるまちづくりに

●心身の健やかな成長に資する

●子育ち・子育て支援の応援

●交通安全、犯罪被害から守るなど

●子どもを育成する政策立案

●子育て支援サービスの提供

●家庭や地域、企業との連携など

行 政 

●家庭教育の充実 

●自立・仲間づくり 

●適正な生活習慣など

子ども・若者・家庭 

地 域 

本計画は、児童福祉のみならず、保健、教育、生活環境、仕事と家庭の両立支援、安

このため、庁内の各関係部署間の連携を強化し、全庁的に施策を推進するとともに、

保健センターや教育機関、警察等の関係機関、県、近隣市町村とも協力体制を構築し、

さらに、市民のニーズに応じた適切な子育て支援が行き届くよう、また、子育て支援

に係る多様なサービスを効果的・効率的に提供していくためにも、今後も横のつながり

を推進していきます。そして、計画の進捗状況の把握に努め、

実効性のあるものとするためには、市民や事業者、行政の協働により、施

策を推進していく必要があります。施設や企業、市民一人ひとりの理解と協力を得るた

また、子育て支援は、保育園や認定こども園、学校といった子育て支援関係者だけが

一手に担うものではなく、これらはあくまでも子育て支援サービスを提供する中心的な

存在であり、市民の一人ひとりが子育て支援の担い手であるという考えのもとに、子育

て環境を支える地域の方々と連携、協働して、子育て支援の輪が広がるまちづくりに取

●子育ち・子育て支援の応援

●交通安全、犯罪被害から守るなど

●子どもを育成する政策立案

●子育て支援サービスの提供

●家庭や地域、企業との連携など



３ 計画の進行管理及び計画の点検・評価

（１）計画の点検及び評価 

計画期間においては随時

状況や子ども・子育て支援事業の事業量の確保策の進捗状況について点検及び評価し、

南砺市子ども・子育て会議に報告します。会議では、変更が必要な場合は、重要性・

緊急性を勘案し、他の施策や事業との整合に配慮しながら、より適切かつ充実した取

組みとなるよう調整を図っていきます。

（２）計画の公表 

点検及び評価並びに見直しについては、広く住民に公表して、周知を図るとともに、

意見や要望等を集約し、取組み

改 善
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及び計画の点検・評価

計画期間においては随時本計画の第４章、第５章に記載した各施策及び事業の実施

子ども・子育て支援事業の事業量の確保策の進捗状況について点検及び評価し、

南砺市子ども・子育て会議に報告します。会議では、変更が必要な場合は、重要性・

案し、他の施策や事業との整合に配慮しながら、より適切かつ充実した取

組みとなるよう調整を図っていきます。

点検及び評価並びに見直しについては、広く住民に公表して、周知を図るとともに、

意見や要望等を集約し、取組みに反映するよう努めます。 

南 砺 市 

子ども・子育て支援事業計画

<< 随時実施 >>

点 検

評 

公 表

各施策及び事業の実施

子ども・子育て支援事業の事業量の確保策の進捗状況について点検及び評価し、

南砺市子ども・子育て会議に報告します。会議では、変更が必要な場合は、重要性・

案し、他の施策や事業との整合に配慮しながら、より適切かつ充実した取

点検及び評価並びに見直しについては、広く住民に公表して、周知を図るとともに、

価







１ 南砺市 子ども・子育て会議条例

（１）設置要綱 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成

１項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、南砺市子ども・子育て会議（以下「子

ども・子育て会議」という。）を置く。

（組織） 

第２条 子ども・子育て会議は、委員

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

（１）法第６条第２項に規定する保護者

（２）子ども・子育て支援（法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援をいう。

以下この項において同じ。）に関する事業に従事する者

（３）子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

（４）子ども・子育て支援に関係する団体から推薦を受けた者

（５）公募による者

（６）その他市長が必要と認める者

（委員の任期） 

第３条 子ども・子育て会議の委員の任期は、２年とする。ただし

前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長） 

第４条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第５条 子ども・子育て会議が開く会議（以下この条において「会議」という。）は、会長

が招集し、会長が議長となる。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 
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資 料 編 

子ども・子育て会議条例

平成25

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第

１項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、南砺市子ども・子育て会議（以下「子

ども・子育て会議」という。）を置く。

子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。 

委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

（１）法第６条第２項に規定する保護者

（２）子ども・子育て支援（法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援をいう。

以下この項において同じ。）に関する事業に従事する者

（３）子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

（４）子ども・子育て支援に関係する団体から推薦を受けた者

（６）その他市長が必要と認める者

子ども・子育て会議の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

子ども・子育て会議に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。

会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

子ども・子育て会議が開く会議（以下この条において「会議」という。）は、会長

が招集し、会長が議長となる。

会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

25年９月26日 

条例第37号 

号。以下「法」という。）第77条第

１項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、南砺市子ども・子育て会議（以下「子

（２）子ども・子育て支援（法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援をいう。

、補欠の委員の任期は、

子ども・子育て会議に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

子ども・子育て会議が開く会議（以下この条において「会議」という。）は、会長

会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す



４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。

（部会） 

第６条 子ども・子育て会議は、法第

ると認めるときは、部会を置くことができる。

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、民生部子育て支援室において処理する。

（運営） 

第８条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会

長が子ども・子育て会議に諮って定める。

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置） 

２ この条例の施行後、最初に任命された委員の任期は、第３条の規定にかかわらず、平成

27年３月31日までとする。

（招集の特例） 

３ 最初の子ども・子育て会議が開く会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招

集する。 
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は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。

子ども・子育て会議は、法第77条第１項各号に掲げる事務を分掌させる必要があ

ると認めるときは、部会を置くことができる。

子ども・子育て会議の庶務は、民生部子育て支援室において処理する。

例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会

長が子ども・子育て会議に諮って定める。

の条例は、公布の日から施行する。

この条例の施行後、最初に任命された委員の任期は、第３条の規定にかかわらず、平成

日までとする。

最初の子ども・子育て会議が開く会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招

は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又

各号に掲げる事務を分掌させる必要があ

子ども・子育て会議の庶務は、民生部子育て支援室において処理する。

例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会

この条例の施行後、最初に任命された委員の任期は、第３条の規定にかかわらず、平成

最初の子ども・子育て会議が開く会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招



（２）委員名簿 

役 職 氏名 

委 員 荒井 有紀 公募委員

委 員 磯辺 文雄 公募委員

委 員 河合 朱希代 公募委員

委 員 城岸  栄 公募委員

委 員 中島 仁司 南砺市保育園保護者代表（

委 員 横山 昌俊 南砺市保育園保護者代表（

委 員 中西 一夫 南砺市幼稚園保護者代表（認定こども園福野青葉幼稚園）

委 員 福江  怜 南砺市幼稚園保護者代表（認定こども園福野青葉幼稚園）

委 員 尾田 慎一郎 南砺市ＰＴＡ連絡協議会会長

委 員 中井 邦夫 南砺市公民館連合会

委 員 山田 政寛 南砺市生涯学習連絡協議会

副会長 西井 秀子 南砺市民生委員児童委員協議会

会 長 三谷 直樹 南砺市地域づくり協議会連合会

委 員 齊藤 和枝 南砺市連合婦人会

委 員 畠中 昌代 南砺市母子保健推進員連絡協議会

委 員 増田 麗子 南砺市母子保健推進員連絡協議会

委 員 簗田 晶子 南砺市保育士会代表（

委 員 中川 加夜子 南砺市保育士会代表（

委 員 横山 一乃 南砺市幼稚園代表（福光青葉幼稚園園長）

委 員 内山 真寿美 放課後児童クラブ代表（

委 員 本多 篠依 子育て支援センター代表（喜志麻保育園）

委 員 齊藤 優華 認可外保育施設代表（寺子こどもえん）

委 員 山田  誠 南砺市小学校校長会（

委 員 冨田 利通 南砺市中学校校長会（

委 員 森田 正人 南砺市中学校校長会（

委 員 北清 俊一 南砺市商工会事務局長
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任期：平成３０年４月１日から令和2

団体名など 

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

南砺市保育園保護者代表（平みどり保育園） 

南砺市保育園保護者代表（平みどり保育園） 

南砺市幼稚園保護者代表（認定こども園福野青葉幼稚園）

南砺市幼稚園保護者代表（認定こども園福野青葉幼稚園）

南砺市ＰＴＡ連絡協議会会長

南砺市公民館連合会

南砺市生涯学習連絡協議会

南砺市民生委員児童委員協議会

南砺市地域づくり協議会連合会

南砺市連合婦人会

南砺市母子保健推進員連絡協議会

南砺市母子保健推進員連絡協議会

南砺市保育士会代表（井波にじいろ保育園） 

南砺市保育士会代表（福光東部かがやき保育園） 

南砺市幼稚園代表（福光青葉幼稚園園長）

放課後児童クラブ代表（さくらっこクラブ） 

子育て支援センター代表（喜志麻保育園）

認可外保育施設代表（寺子こどもえん）

南砺市小学校校長会（福光中部小学校校長） 

南砺市中学校校長会（井波中学校校長） 

南砺市中学校校長会（福野中学校校長） 

南砺市商工会事務局長

年３月31日 

備考 

平成30年度 

令和元年度 

平成30年度 

令和元年度 

平成30年度 

令和元年度 

平成30年度 

令和元年度 

平成30年度 

令和元年度 

平成30年度 

令和元年度 



（３）会議の開催日と審議内容

会 議 開催日 

平成30年度 
第１回 

平成３０年７月2

第２回 平成３０年１１月

第３回 平成３１年３月2

令和元年度 
第１回 

令和元年６月２５

第２回 令和元年９月２７

第３回 令和元年１１月２８

第４回 令和２年１月３０
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議内容

審議内容 

2４日 
○第２期南砺市子ども・子育て支援事業

について 

月２９日 

○第２期南砺市子ども・子育て支援事業

について 

・子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査につ

いて 

・今後のスケジュールについて 

2５日 

○第２期南砺市子ども・子育て支援事業

について 

・子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査

書（速報値）について 

・今後のスケジュールについて 

２５日 

○第２期南砺市子ども・子育て支援事業

について 

・子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査

報告書について 

・第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画

案について 

・今後のスケジュールについて 

２７日 

○第２期南砺市子ども・子育て支援事業

について 

・第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画

について 

・今後のスケジュールについて 

２８日 

○第２期南砺市子ども・子育て支援事業

について 

・第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画

について 

・今後のスケジュールについて 

３０日 

○第２期南砺市子ども・子育て支援事業

について 

・第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画

について 

子ども・子育て支援事業計画の策定

子ども・子育て支援事業計画の策定

子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査につ

子ども・子育て支援事業計画の策定

子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査報告

子ども・子育て支援事業計画の策定

子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果

子ども・子育て支援事業計画の骨子

子ども・子育て支援事業計画の策定

子ども・子育て支援事業計画の素案

子ども・子育て支援事業計画の策定

子ども・子育て支援事業計画（案）

子ども・子育て支援事業計画の策定

子ども・子育て支援事業計画（案）



２ 幼児教育・保育の無償化について

幼児教育や保育を無償化する改正子ども・子育て支援法が、

10日に可決・成立し、2019

（１）幼児教育・保育の無償化の実施に関する主な経緯

2014（平成26）年度～ 

2017（平成29）年12月８日 

2018（平成30）年５月31日 

2018（平成30）年６月15日 

2018（平成30）年10月15日 

2018（平成30）年11月21日 

2018（平成30）年12月３日 

2018（平成30）年12月17日 

2018（平成30）年12月25日 

2018（平成30）年12月28日 

2019（平成31）年２月14日 

2019（令和元）年５月10日 

2019（令和元）年５月31日 

2019（令和元）年10月１日 

（２）幼児教育・保育の無償化の趣旨

少子高齢化という国難に正面から取り組むため、

費税率の引上げによる財源を活用し、子育て世代、子どもたちに大胆に政策資源を投

入し、お年寄りも若者も安心できる全世代型の社会保障制度へと大きく転換します。

20代や30代の若い世代が理想の子ども数を持たない理由は、「子育てや教育にお金

がかかり過ぎるから」が最大の理由となっており、幼児教育の無償化をはじめとする

負担軽減措置を講じることは、重要な少子化対策の１つであります。また、幼児教育

は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、子供た

会を保障することは極めて重要です。

このような背景を踏まえ、これまで、段階的に推進してきた取組を一気に加速し、

現行の子ども・子育て支援新制度の幼稚園、保育所、認定こども園等の利用者負担額

を無償化するとともに、新制度の対象とはならない幼稚園、認可外保育施設等の利用

者への給付制度を創設、就学前の障害児の発達支援についても、併せて無償化を進め

るものでするものです。 
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幼児教育・保育の無償化について

幼児教育や保育を無償化する改正子ども・子育て支援法が、2019（令和元）年５月

2019（令和元）年10月１日から全面的に実施となりました。

（１）幼児教育・保育の無償化の実施に関する主な経緯

毎年度、幼児教育・保育の段階的無償化を実施

「新しい経済政策パッケージ」（閣議決定） 

「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置
等に関する検討報告書」（とりまとめ） 

「経済財政運営と改革の基本方針2018」（閣議決定

国と地方の協議の場（法定） 

教育の無償化に関する国と地方の協議 

教育の無償化に関する国と地方の協議 

国と地方の協議の場（法定） 

幼児教育の無償化に関する協議の場 幹事会（第

「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向
（関係閣僚合意） 

幼児教育の無償化に関する協議の場 幹事会（第

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立

幼児教育・保育の無償化に関する政令・内閣府令

幼児教育・保育の無償化施行 

（２）幼児教育・保育の無償化の趣旨

少子高齢化という国難に正面から取り組むため、2019（令和元）年10

費税率の引上げによる財源を活用し、子育て世代、子どもたちに大胆に政策資源を投

入し、お年寄りも若者も安心できる全世代型の社会保障制度へと大きく転換します。

代の若い世代が理想の子ども数を持たない理由は、「子育てや教育にお金

がかかり過ぎるから」が最大の理由となっており、幼児教育の無償化をはじめとする

負担軽減措置を講じることは、重要な少子化対策の１つであります。また、幼児教育

は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、子供たちに質の高い幼児教育の機

会を保障することは極めて重要です。

このような背景を踏まえ、これまで、段階的に推進してきた取組を一気に加速し、

現行の子ども・子育て支援新制度の幼稚園、保育所、認定こども園等の利用者負担額

を無償化するとともに、新制度の対象とはならない幼稚園、認可外保育施設等の利用

者への給付制度を創設、就学前の障害児の発達支援についても、併せて無償化を進め

（令和元）年５月

月１日から全面的に実施となりました。

無償化措置の対象範囲

閣議決定） 

第１回目） 

向けた方針」 

第２回目） 

成立

内閣府令の公布 

10月からの消

費税率の引上げによる財源を活用し、子育て世代、子どもたちに大胆に政策資源を投

入し、お年寄りも若者も安心できる全世代型の社会保障制度へと大きく転換します。

代の若い世代が理想の子ども数を持たない理由は、「子育てや教育にお金

がかかり過ぎるから」が最大の理由となっており、幼児教育の無償化をはじめとする

負担軽減措置を講じることは、重要な少子化対策の１つであります。また、幼児教育

ちに質の高い幼児教育の機

このような背景を踏まえ、これまで、段階的に推進してきた取組を一気に加速し、

現行の子ども・子育て支援新制度の幼稚園、保育所、認定こども園等の利用者負担額

を無償化するとともに、新制度の対象とはならない幼稚園、認可外保育施設等の利用

者への給付制度を創設、就学前の障害児の発達支援についても、併せて無償化を進め



（３）無償化の対象者・対象範囲等

① 幼稚園、保育所、認定こども園等

■３～５歳：幼稚園、保育所

（標準的な保育料）の利用料

※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、上限月額

国立大学付属幼稚園0.87万円、国立特別支援学校幼稚部

※開始年齢：原則、小学校就学前の３年間を無償化。ただし、幼稚園については、学校教育法

の規定等に鑑み、満３歳から無償化。

※保護者が直接負担している通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外。食材料

費については、保護者が負担する考え方を維持。

３～５歳は施設による徴収を基本とする。低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、免除対

象者を拡充（年収360万円未満相当世帯）。

■０～２歳：上記施設を利用

② 幼稚園の預かり保育 

■保育の必要性の認定を受けた

円までの範囲で無償化 

※保育の必要性の認定：２号認定又は２号認定と同等の認定（無償化給

化）。 

※預かり保育は子ども・子育て支援法の一時預かり事業（幼稚園型）と同様の基準を満たすよ

う指導・監督。 

③ 認可外保育施設等 

■３～５歳：保育の必要性を

（3.7 万円）までの利用料

※認可保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター

事業を対象。 

※上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保

育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用

化の対象。 

※都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要。ただし、

経過措置として５年間の猶予期間を設定。

■０～２歳：保育の必要性の

て、月額 4.2 万円までの利用料

④ 就学前の障害児の発達支援

■就学前の障害児の発達支援

■幼稚園、保育所、認定こども

もに無償化の対象 
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（３）無償化の対象者・対象範囲等

幼稚園、保育所、認定こども園等

保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育

利用料を無償化 

※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、上限月額2.57

万円、国立特別支援学校幼稚部0.04万円）まで無償化。

※開始年齢：原則、小学校就学前の３年間を無償化。ただし、幼稚園については、学校教育法

の規定等に鑑み、満３歳から無償化。

※保護者が直接負担している通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外。食材料

費については、保護者が負担する考え方を維持。

３～５歳は施設による徴収を基本とする。低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、免除対

万円未満相当世帯）。

利用する住民税非課税世帯を対象として無償化

けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じて、

※保育の必要性の認定：２号認定又は２号認定と同等の認定（無償化給付のために新たに法制

※預かり保育は子ども・子育て支援法の一時預かり事業（幼稚園型）と同様の基準を満たすよ

を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額

利用料を無償化 

※認可保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター

※上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保

育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償

※都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要。ただし、

経過措置として５年間の猶予期間を設定。

の認定を受けた住民税非課税世帯の子どもたちを

利用料を無償化 

就学前の障害児の発達支援

発達支援を利用する子どもたちについて、利用料を無償化

こども園等とこれらの発達支援の両方を利用する

企業主導型保育

2.57万円（注：

万円）まで無償化。

※開始年齢：原則、小学校就学前の３年間を無償化。ただし、幼稚園については、学校教育法

※保護者が直接負担している通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外。食材料

３～５歳は施設による徴収を基本とする。低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、免除対

、月額 1.13 万

付のために新たに法制

※預かり保育は子ども・子育て支援法の一時預かり事業（幼稚園型）と同様の基準を満たすよ

全国平均額

※認可保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター

※上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保

する場合も無償

※都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要。ただし、

どもたちを対象とし

無償化

する場合は、と



■ 幼児教育・保育の無償化の具体的なイメージ

資料：内閣府
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幼児教育・保育の無償化の具体的なイメージ

内閣府「幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向けけ説明資料」より 
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