
令和３年度第１回南砺市子ども・子育て会議次第 

 
日時：令和３年７月３０日（金）午後２時 
場所：南砺市役所別館 ３階大ホール 

 
１ 開 会 
 
 
２ 挨拶 
 
 
３  会長の選出 
 
 
４ 報告事項 

 
第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画の令和２年度の進捗状況について 

（１）計画の位置づけと進行管理（点検・評価） 資料１ 

（２）令和２年度 施策の展開 実施状況 資料２ 参考資料１ 

（３）令和２年度 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の実施状況 資料３ 

（４）令和２年度 新型コロナウイルス感染症対策事業 資料４ 

（５）令和２年度 南砺市総合計画事業 資料５  

  
５ 協議事項 

 

第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画の令和３年度の取組について 

（１）令和３年度 教育・保育施設の利用定員と認可定員について 資料６ 

（２）令和３年度 特に重点的に実施している事業・取組について 資料７ 

（３）南砺市子どもの権利条例づくり事業について 資料８ 

 
６ その他 
 
 
７ 閉 会 



NO. 役職 氏名 性別 団体名など 備考

1 磯辺　文雄 男 公募

2 上坂　紀子 女 公募

3 碓井　好彦 男 南砺市地域づくり協議会連合会 新

4 宇野　雪江 女 南砺市民生委員児童委員協議会

5 大河原　晴子 女 公募

6 川合　留里 女 南砺市保育士会代表（福光東部かがやき保育園） 新

7 唐嶋　田鶴子 女 南砺市幼稚園代表（認定こども園福野青葉幼稚園園長）

8 北清　俊一 男 南砺市商工会事務局長

9 齊藤　優華 女 認可外保育施設代表（寺子こどもえん）

10 澤田　恵子 女 南砺市幼稚園保護者代表（認定こども園福光青葉幼稚園） 新

11 島田　優平 男 南砺市PTA連絡協議会会長 新

12 定司　博子 女 放課後児童クラブ代表（アルカスクラブ）

13 新明　春生 男 南砺市中学校校長会（福光中学校校長） 新

14 竹中　友佳子 女 子育て支援センター代表（喜志麻保育園内）

15 塚八　栄治 男 南砺市生涯学習連絡協議会長 新

16 永井　節子 女 南砺市母子保健推進員連絡協議会

17 鉢鑞　圭伸 男 南砺市保育園保護者代表（上平保育園）

18 前田　啓子 女 公募

19 前田　佳弘 男 南砺市小学校校長会（福光東部小学校校長） 新

教育長

教育部長

地域包括医療ケア部保健センター所長

教育部こども課長

教育部こども課主幹・保育園係長

教育部こども課主幹

教育部こども課主幹・子育て支援係長

河原　洋子

溝口　早苗

吉岡　亘

山田　真由美

荒井　昌宏

南砺市子ども・子育て会議委員名簿

任期：令和２年４月１日から令和４年３月３１日

　　（５０音順・敬称略）

事務局

松本　謙一

村上　紀道



計画の位置づけと進⾏管理（点検・評価） 

○計画の位置づけ（計画書 P4 参照） 

本計画は、下記の計画を位置づけ、子ども・子育てに関する総合的な計画として策定

しています。 

・「子ども・子育て支援法」第61条第１項に基づく国の定めた基本指針に即した計画 

・「次世代育成支援対策推進法」に基づき、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の次世代育成支援行動計画 

・「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく「南砺市子どもの貧困支援計画（H29

～R3）」 を本計画にて引き継ぐもの 

○計画期間（計画書 P5 参照） 

本計画の期間は、法に基づき令和２年度から令和６年度までの５年間とし、令和元年

度に策定しました。 

■ 計画期間 

平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

令和 2 
年度 

令和 3 
年度 

令和 4 
年度 

令和 5 
年度 

令和 6 
年度 

第１期南砺市子ども・子育て支援事業計画 
     

     
第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画 

 

○計画の点検及び評価（計画書 P108 参照） 

 次のこと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。 

・第４章：各施策及び事業の実施状況 → 資料２ 

・第５章：子ども・子育て支援事業の事業量の確保策の進捗状況 → 資料３ 

※ 子ども・子育て会議では、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となるよう調

整を図っていきます。 
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資料１  



　【 評価区分 】

事業数 評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ

51 42 2
53.7% 44.2% 2.1%

12 4 0
75.0% 25.0% 0.0%

（1）幼児教育・保育のカリキュラムの充実 4 3 1 0
（2）南砺の風土や人材を生かした幼児教育・保育の充実 2 2 0 0

（3）職員の人材確保と資質の向上 4 2 2 0
（4）保育園の組織力向上 3 2 1 0

（5）幼・保・小の連携事業の推進 3 3 0 0

 第2期南砺市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画（令和2〜6年度）は、「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」を基本理念のもと、4つ
の基本目標と11の基本方針、26の重点施策に連なる95事業から構成されています。
 令和6年度までの5年間の施策展開状況を評価するにあたり「Ａ＝施策の効果が十分に
現れており順、調に推移している」「Ｂ＝施策に効果は現れているが、改善等を要する」
「施策の効果があまり現れていない、⼤幅な⾒直しを要する」の三段階で評価したとこ
ろ、計画初年度の令和2年度は Ａ評価が51事業(53.7%)、Ｂ評価が42事業(44.2％)、
Ｃ評価が2事業(2.1％)となりました。
 Ｃ評価となった事業は、「⺟⼦保健サポート事業」と「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」の2事業です。⺟⼦保健サポート事業については、妊婦対象の
交通費助成が廃⽌になったことに伴うフォロー率の減少によるものであり、令和3年度か
らは出産準備⽀援⾦（新規事業）交付申請の際の⾯談でフォローを⾏うことで改善してい
ます。ひとり親家庭等への学習⽀援については、国の補助事業等の活用を検討し、関係各
課と連携を図りながら学習⽀援の場の確保に努めます。
 また、市では、令和4年度中の南砺市⼦どもの権利条例（仮称）の制定に向けて取り組
む中で、誰一人取り残さない、⼦どもも大人も幸せに暮らせるまちづくりを目指していま
す。

■令和２年度 施策の展開 実施状況

基本目標・基本方針・重点施策

計画全体 95

16基本目標１　未来をひらく子育ち支援

基本方針３　幼・保・小の連携の取組み推進

基本方針２　幼児教育・保育を支える人材・組織の育成

基本方針１　生きる力を育む幼児教育・保育の充実

A＝施策の効果が十分に現れており、順調に推移している
B＝施策に効果は現れているが、改善等を要する
C＝施策の効果があまり現れていない。大幅な見直しを要する
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資料２  



事業数 評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ

15 17 1
45.5% 51.5% 3.0%

（6）安心できる相談体制と子育て情報発信の充実 5 5 0 0
（7）子どもや家庭における健康の確保 5 2 2 1

（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

7 2 5 0

（9）子育てを支援する環境の充実 3 1 2 0
（10）男女がともに子育てを担う意識の醸成 4 0 4 0
（11）子育て力の向上のための取組み推進 4 1 3 0

（12）子育ての経済的負担の軽減 5 4 1 0

4 10 0
28.6% 71.4% 0.0%

（13）安全で安心な環境づくり 4 1 3 0
（14）子どもの居場所づくりの推進 4 1 3 0
（15）小規模多機能自治における子育て支援の充実 2 2 0 0

（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 2 0 2 0
（17）子育てと仕事の両立への取組み促進 2 0 2 0

20 11 1
62.5% 34.4% 3.1%

（18）児童虐待防止ネットワークの充実 2 2 0 0
（19）子どもと家庭への総合的な支援 3 2 1 0

（20）障がい児施策の充実 5 3 2 0
（21）児童発達支援の充実 5 3 2 0
（22）外国につながる児童への支援 2 1 1 0

（23）教育支援の充実 5 3 1 1
（24）生活支援の充実 3 1 2 0
（25）保護者に対する就労支援の充実 2 2 0 0
（26）経済的支援の充実 5 3 2 0

基本方針５　家庭の子育て力を支援

基本方針４　妊娠・出産から子育てへの切れ目ない支援

基本目標３　地域や企業における子どもと家庭への支援 14

32

基本方針11　子どもの貧困対策の推進

基本方針９　児童虐待防止対策の推進

基本方針８　企業等における子育て支援の充実

基本方針６　子育て家庭への経済的支援

基本方針７　地域における安全安心な子育て支援の充実

基本方針10　特別な支援が必要な子どもと家庭への支援

基本目標４　配慮が必要な子どもと家庭への支援

基本目標２　子育てを担う家庭への支援 33

基本目標・基本方針・重点施策
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令和２年度 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の実施状況 

 

１ 子ども人口の推計 

子ども人口の推計（計画書P74参照） 

 
実績値 当初計画推計値 

平成31年 令和２年 令和３年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

０～11歳 4,060 3,909 3,764 3,950 3,832 3,758 3,641 3,553 

 ０歳 284 251 242 263 256 246 239 231 

 １歳 302 286 255 296 274 267 257 250 

 ２歳 293 296 287 302 296 274 267 257 

 ３歳 322 293 297 299 308 302 280 273 

 ４歳 332 325 292 322 299 308 302 280 

 ５歳 350 333 328 333 323 300 309 303 

 ０～５歳 1,883 1,784 1,701 1,815 1,756 1,697 1,654 1,594 

 ６歳 340 348 332 348 331 321 298 307 

 ７歳 335 339 347 340 348 331 321 298 

 ８歳 375 334 339 338 343 351 334 324 

 ９歳 338 374 334 374 337 342 350 333 

 10歳 394 337 372 340 376 339 344 352 

 11歳 395 393 339 395 341 377 340 345 

 ６～11歳 2,177 2,125 2,063 2,135 2,076 2,061 1,987 1,959 

資料：平成31～令和3年（実績値）は、住民基本台帳（各年３月31日）より 
令和２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。 

 
→ 子どもの人口（０～１１歳）の実績値は、出生児数の減少や転出等により、毎年約150人ず 
 つ減少しています。令和３年の当初計画推計値と比較しても、全体で68人（3,832人→3,764 

人）減少しており、子ども人口の減少が加速しています。 
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資料３  



 

 

２ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の令和２年度実績について 

 

（１）教育施設（幼稚園、認定こども園:福野青葉幼稚園、福光青葉幼稚園、井波にじい

ろ保育園）（計画書P80,81参照） 

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） 当初計画推計値（人） 

平成30年度 令和元年度令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①年間利用者数 111 127 142 120 120 120 120 120 

 １号認定 53 53 52 50 50 50 50 50 

 ２号認定 58 74 90 70 70 70 70 70 

②提供量 114 114 135 120 120 120 120 120 

差異（②－①） 3 -13 -7 0 0 0 0 0 

【参考】市外施設 1 2 4 - - - - - 

 
→ 出生児数が減少し、就学前児童が減少しているにもかかわらず、１号認定区分がある認定こど 

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しています。このため、令和２年 
度の利用者数は、当初計画推計値を大きく上回っています。 

 

（２）保育施設（認可保育所、認定こども園、地域型保育施設）（計画書P81,82参照） 

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） 当初計画推計値（人） 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①年間利用者数 1,548 1,508 1,437 1,515 1,485 1,455 1,425 1,395 

 ２号認定 889 869 817 855 835 815 795 775 

 ３号認定 (０歳) 156 146 130 150 150 150 150 150 

  〃 (１・２歳) 503 493 490 510 500 490 480 470 

②提供量 1,720 1,720 1,615 1,756 1,726 1,696 1,666 1,636 

差異（②－①） 172 228 178 241 241 241 241 241 

【参考】市外施設 6 6 5 - - - - - 

 
→ 令和２年度の利用者数は、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（計画書P88参照） 

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。※保健センターですこやか親子支援事業を実施 

利用者支援事業実施か所数 

 
実績（か所） 当初計画推計値（か所） 

平成30年度令和元年度 令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６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（計画書P89参照） 

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子育て支援センター事業です。 

※子育て支援センター：公立保育園等併設施設（６か所） 
城端地域「さくらんぼ」 
井波地域「きらきら」 
福野地域「たんぽぽ」「あっぷる」 
福光地域「にこにこ」「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） 当初計画推計値（人回） 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①年間総利用数 17,547 12,575 8,732 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

②提供量 22,500 22,500 17,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 

差異（②－①） 4,953 9,925 8,768 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

 
→ 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。また、新型コ 
ロナウイルスの感染・拡大防止のため、令和 2 年 4・5 月の 2 ヵ月間休所したことにより、さら 
に減少しています。今後は、子育て支援センターのニーズや課題を分析し、運営方法や相談体制、 
講座内容の見直しを行い、利用者数の増加につなげていきます。  
  

 
（５）乳児家庭全戸訪問事業（計画書P90参照） 

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） 当初計画推計値（人） 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①年間実利用者数 264 252 227 280 280 280 280 280 

②提供量 264 252 227 280 280 280 280 280 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

→ 訪問率 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健診等での状況把握を行っています。 
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（６）養育支援訪問事業（計画書 P90,91 参照） 
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） 当初計画推計値（人） 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①年間実利用者数 55 80 54 70 70 70 70 70 

②提供量 65 129 69 70 70 70 70 70 

差異（②－①） 10 49 15 0 0 0 0 0 

 
→ 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。 

     令和２年度の提供量が前年より減少した理由として、コロナウイルス感染症予防のため、２ 
週間目に行う産婦健診受診を控える医療機関があったことが一つの要因と考えられます。 

 
 
（７）一時預かり事業（計画書 P92,93 参照） 

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） 当初計画推計値（人日） 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①年間総利用数 4,085 3,782 2,823 4,050 3,975 3,900 3,825 3,750 

 １号認定 2,422 2,709 2,029 2,400 2,380 2,360 2,340 2,320 

 ２号認定 132 62 193 150 145 140 135 130 

 上記以外 1,531 1,011 601 1,500 1,450 1,400 1,350 1,300 

②提供量 9,238 9,238 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 

差異（②－①） 5,153 5,456 3,777 2,550 2,625 2,700 2,775 2,850 

 
→ 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。 
また、新型コロナウイルスの感染・拡大防止のため、やむを得ない事情がある場合のみの受け入 

れとしたこともあり、さらに減少しています。 
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（８）延長保育事業（計画書P93,94参照） 

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） 当初計画推計値（人） 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①年間実利用者数 660 573 585 650 650 650 650 650 

②提供量 660 573 585 650 650 650 650 650 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
→ 出生児数の減少により保育園等への入園児数は減少していますが、延長保育を必要としている保 

護者が多いことから、実利用者数は、令和元年度より増加しています。 
 
（９）病児保育事業（計画書 P94,95 参照） 

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） 当初計画推計値（人日） 

平成30年度 令和元年度令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①年間総利用数 1,504 1,556 587 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

②提供量 3,278 3,518 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

差異（②－①） 1,774 1,962 1,113 0 0 0 0 0 

※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 

→ 新型コロナウイルスの感染・拡大防止のための予防や、日頃の手洗いや消毒の効果等により、病 
気、風邪、感染症等に罹る児童が少なくなっており、昨年度よりも大幅に減少しています。 

今後は、必要な時に必要な保護者に利用してもらえるように、病児・病後児保育のＰＲを強化し 
 ていきます。 

 

（10）妊婦健康診査（計画書P96参照） 

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／％） 当初計画推計値（人／％） 

平成30年度 令和元年度令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

年間交付者数 

（実人数） 
281 262 256 350 350 350 350 350 

妊婦健康診査 

受診率 
82.3 81.1 80.0 83.0 84.0 85.0 86.0 87.0 

 

→ 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。 
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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） 

                             （計画書P96,97参照） 

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） 当初計画推計値（件） 

平成30年度 令和元年度令和２年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①年間総利用数 259 259 235 280 290 300 310 320 

②提供量 259 259 235 280 290 300 310 320 

差異（②－①） 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

→ 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で、令和元年 
 度までの第１期計画の期間中は増加傾向にありました。 
  しかし、令和２年度は、コロナ禍の影響でファミリー・サポート・センターの利用を控える方 
 が多く、利用数が減少したと考えられます。 

制度があることは知っていても、実際の利用につながっていない傾向があることから、利用者 
 や協力会員の声を踏まえた普及啓発を図る必要があります。 
 

 
（12）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）（計画書 P100,101 参照） 

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） 当初計画推計値（人） 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和２年度令和３年度令和４年度令和５年度令和６年度

①年間実利用者数 383 407 442 383 389 383 372 370 

 小学１～３年生 288 301 340 288 298 293 282 279 

 小学４～６年生 95 106 102 95 91 90 90 91 

②提供量 383 407 442 395 395 395 395 395 

 小学１～３年生 288 301 340 300 300 300 300 300 

 小学４～６年生 95 106 102 95 95 95 95 95 

差異（②－①） 0 0 0 12 6 12 23 30 

 
→ 当初計画推計値よりも実績人数が増加しています。特に児童数の減少に反して低学年児童の利 

用者数の増加が見られます。アルカスのびのびひろばの開設や、東部げんきっ子クラブの移設な 
どにより、受入人数の拡大整備を図ってきたことで、必要性の高い低学年のニーズに対応できる 
体制になっています。 

 

 

 

- 9 -



総事業費

（単位：千円）

1 ひとり親家庭支援のための商品券支給事業 低所得のひとり親家庭に児童１人あたり2万円分の商品券を支給（Ｒ2.5月） 6,260 

2 ひとり親家庭応援事業 低所得のひとり親家庭に県と共同でお米券を配布（Ｒ2.6月） 2,247 

6 ひとり親世帯臨時特別給付金
低所得のひとり親世帯やコロナ禍で所得の減少したひとり親世帯の方に対し、臨時
特別給付金を支給（Ｒ2.7月ほか随時）

19,599 

7
ひとり親世帯臨時特別給付金
（再支給分）

低所得のひとり親世帯やコロナ禍で所得の減少したひとり親世帯の方に対し、臨時
特別給付金（基本給付）を再支給（Ｒ2.12月）

13,580 

8 ひとり親世帯への県独自の生活支援給付金
経済的、精神的負担の 影響を大きく受けているひとり親家庭に、１世帯あたり３万
円を給付（Ｒ3.3月）

6,613 

3 新生児すくすく応援定額給付金
定額給付金の給付を受けられなかった、令和2年4月28日以降生まれた新生児に
対して、10万円を支給

22,700 

4 入学・卒業祝い金等上乗せ支給事業
一定の所得基準を満たす世帯に属し、今春小中学校入学卒業を迎える児童を対象
に支給する入学・卒業祝い金等に、一人あたり３万円を上乗せ支給（Ｒ3.3月）

4,393 

5 子育て世帯への臨時特別給付金給付費
子育て世帯の生活を支援するための支援金1万円を支給（Ｒ2.6月、公務員へは7月
以降随時）

54,163 

9 児童館洗面所自動水洗化事業 児童館の水道を自動水洗化する 1,848 

10 放課後児童健全育成事業
放課後児童クラブ９箇所で感染拡大防止用消耗品（非接触体温計、消毒液、マスク
等）　を購入

600 

11 とやまっ子さんさん広場推進事業
市内７箇所の事業所で感染拡大防止用消耗品（非接触体温計、消毒液、マスク等）
を購入

174 

12 放課後児童クラブ洗面所自動水洗化事業 放課後児童クラブの水道を自動水洗化 398 

13
子育てネットワークシステム構築事業
（子育て支援アプリなんとＨｕｇ）

孤独に陥りやすい子育て家庭の不安解消のため、ＳＮＳ等を活用した「保護者同士
のネットワークづくり」「保護者と子育て情報のネットワーク」を構築し、妊娠期から
の仲間づくり、安心できる相談体制の充実、様々なニーズに応じた子育てに関する
情報の発信を行うもの

9,626 

14 保育園ICTシステム導入

新型コロナウイルスによる休園等の保護者への緊急連絡体制を整備する。また、
新型コロナウイルス対策等により保育士の負担が増大していることから、登降園管
理・帳票管理等により、事務の効率化・削減による働き方改革を行い、保育の質の
向上を図るもの

26,175 

15 園児歯科検診対策事業
新型コロナウイルス感染症対応のため、園児歯科検診について、検診器具の歯鏡
を１本から２本に増やし、直接歯科医が園児の口腔に触れないようにするもの

274 

16 保育園洗面所自動水洗化事業 保育園の水道を自動水洗化 11,387 

17 保育環境改善等事業（保育園分） 市内保育園で使用するにマスク、消毒液、パーテーション等の物品を購入 4,500 

18 保育環境改善等事業（私立保育園等分）
市内私立保育園で使用するマスク、消毒液、パーテーション等の物品を購入につい
て支援

1,500 

19
富山県児童福祉施設等新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援事業費補助金分（感染
対策物品・備品購入）

マスク、消毒液、パーテーション等消耗品、ＡＩ検温モニター、園児用机等備品購入
（公立保育園分）

3,264 

20
富山県児童福祉施設等新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援事業費補助金分（感染
対策物品・備品購入）

マスク、消毒液、パーテーション等消耗品、ＡＩ検温モニター、園児用机等備品購入
（私立保育園分）

692 

令和２年度 新型コロナウイルス感染症対策事業（こども課所管事業）

No. 事業名称 事業概要
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令和２年度 総合計画事業（こども課所管事業）
めざすべき
まちの姿

施策 事業名 事業内容

⼦育て応援制度 ひとり親家庭⼜は低所得者世帯を対象として、⼦育て⽀援を⾏う。
（拡充）対象を⾒直し
 ①⼊学・卒業祝い⾦の⽀給
 ②高校⽣通学定期券購⼊補助
 ③高校⽣医療費助成

出⽣祝い⾦ 市内に在住し、引き続き市内に住む方に出⽣祝い⾦を贈呈する。
 第１⼦︓3万円 、第２⼦︓10万円、第３⼦︓15万円
 第４⼦︓25万円、第５⼦以降︓50万円
（制度変更）R３年度〜
 新⽣児１人につき一律10万円
（移⾏期間︓R３年度に限り第3⼦以降はR２年度と同額を⽀給）

なんとの宝お祝い事
業
（新規）R3年度〜

満1歳の誕⽣日を迎える「なんとの宝」である⼦どもたちに市内事
業者の手掛けた木の温もりが感じられる木製品（2万円相当）を贈
呈し、その成⻑を祝うとともに郷⼟愛の醸成を図る。
※贈呈の際には主任児童委員等の協⼒をいただき地域における⼦育
てのサポート体制の強化につなげる。

こども妊産婦医療費
助成制度

こども（乳児〜中学３年⽣）・妊産婦にかかる医療費（保険適用
分）の自己負担額を助成する。

保育料等軽減事業 0〜2歳児の保育料軽減
（※3〜5歳児は国（保育料無償化）により無料）
 ①第3⼦以降（無料）②第2⼦（半額）
 ③三世代同居（30%軽減）

認可外保育施設に通
う⼦どもにかかる利
用料（保育料等）⽀
援事業

0〜2歳児の保育料軽減
（※3〜5歳児は国（保育料無償化）により無料）
 ①第3⼦以降（無料）②第2⼦（半額）
 ③三世代同居（30%軽減）

⼦育て交流サロン 親⼦を対象に、市⽴の⼦育て⽀援センター２か所（たんぽぽ、にこ
にこ）を活用し、⼟日にサロンを開催し、憩いの場所を提供する。

⼦育て・親育ち応援
事業

積極的に⼦育てへ参加する男性を増やすため、⼦育てに関する講座
（パパ講座・もうすぐパパ講座）を開催。

⺟⼦家庭等就業自⽴
⽀援事業

看護師や保育士等、就職に結びつきやすい資格の取得を目指すひと
り親に対して、世帯の所得に応じて資格取得に必要な費用及び修了
時の給付⾦を⽀給する。

なんと︕やさしい⼦
育て応援企業認定制
度

⼦育てと仕事を両⽴できる職場環境整備に取り組む企業・事業所を
⼦育て応援企業として認定する。

⼦どもの居場所づく
り促進事業

地域づくり協議会を対象に、⼦どもが安心して地域で過ごせる環境
を充実。多世代交流事業補助⾦（地域の多世代の方々と交流）、学
習⽀援事業補助⾦（⼦どもたちの学習⽀援等）

とやまっ⼦さんさん
広場推進事業

放課後の時間帯や⻑期休業時に、地域において⼦どもの居場所づく
りを進める団体に対して助成する。
（拡充）R1年度当初５箇所→R２年度当初７箇所
    →R３年度当初８箇所

放課後児童クラブ事
業

保護者が仕事などで昼間いない家庭の⼩学⽣を対象に、授業の終了
後（放課後）等に適切な遊び・⽣活の場を提供します。

1.未来に希望
がもてるまち

1-②出産・
⼦育て⽀援
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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 15 200 166 179 200 163 170

2 公 平みどり保育園 30 18 9 3 30 16 18 30 13 15

3 公 上平保育園 30 21 7 2 30 18 18 30 16 16

4 公
利賀ささゆり保
育園 20 13 5 2 20 12 11 20 12 12

5 公 山野保育園 65 45 16 4 65 46 52 65 53 55

6 公 井口保育園 45 29 12 4 45 36 41 45 33 37

7 公
福野ひまわり保
育園 220 135 70 15 220 168 179 220 164 183

8 公
福野おひさま保
育園 230 145 70 15 230 204 215 230 183 202

9 公
福光どんぐり保
育園 220 150 60 10 220 175 194 220 190 203

10 公
福光南部あおぞ
ら保育園 80 50 23 7 80 68 72 80 61 62

11 公
福光東部かがや
き保育園 160 100 45 15 160 123 131 160 116 131

12 私 喜志麻保育園 60 0 45 15 60 49 70 60 44 59

1,360 826 427 107 1,360 1,081 1,180 1,360 1,048 1,145

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 15 230 190 212 230 183 204

14 私
幼保連携型認定こ
ども園
福野青葉幼稚園

95 15 47 32 1 95 101 102 95 95 110

15 私
幼保連携型認定こ
ども園
福光青葉幼稚園

65 15 40 9 1 65 62 63 65 51 57

390 50 222 101 17 390 353 377 390 329 371

令和３年
３月31日
児童数

令和
３年度
認可定員

令和３年
４月１日
児童数

令和４年
３月31日
児童数

保育所
計

認定こども園
計

令和３年度 教育・保育施設の利用定員と認可定員について

施設名

　　令和３年度利用定員

令和
３年度
定員
変更

（参考）認可定員関係

令和
２年度
認可定員

令和２年
４月１日
児童数
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資料６  



 

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市、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 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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 ○令和３年度　特に重点的に実施している事業・取組について

【基本目標１：未来をひらく子育ち支援（※第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画 46ﾍﾟｰｼﾞ～49ﾍﾟｰｼﾞ参照）】

事業No. 内容

No.3  運動能力の向上  ○なんと元気っ子教室（生涯学習スポーツ課）

(46ﾍﾟｰｼﾞ) 　　運動遊び教室等の実施

    保育園全12園で53回実施予定

　 効果…運動能力向上により児童のケガが減る。

　 保育士の感想… 園にはないトランポリンを使った活動

　　だったため、子どもたちも興味をもって参加できた。

No.5  自然体験活動の実施  ○自然体験活動の実施

(47ﾍﾟｰｼﾞ) 　　令和２年度の福井県での自然保育を取り入れた園の視察研修や、市の保育士研修等で学んだことにより、保育園全園

　において、これまでよりも多く園庭や園外で自然や生き物とのふれあい活動を実施し、好奇心や探求心をもって自分か

　ら関わろうとする意欲を育てている。また、友達と様々な体験を重ねる中で自立心や協同性、道徳性、感性、生命尊重

　など非認知能力の向上に努めている。登園後、すぐに園庭に出て遊ぶ姿が多くみられるようになってきている。

No.7  職員の人材確保  ○会計年度任用職員制度によるフルタイム職員の増員…待遇改善によりやりがいと責任をもった働き方

(48ﾍﾟｰｼﾞ) 　　令和２年度 63人 → 令和３年度 67人

 ○保育園ＩＣＴ支援システム「コドモン」の本格稼働

      緊急連絡時の一斉配信、出欠や遅刻のワンタッチ申請を開始。また、日々の園活動の様子を写真付きで保護者へ配信する「保

  育ドキュメンテーション」の活用で、保護者と保育園双方の利便性を向上させた。→安全・安心の満足度向上

　　月案週案や日誌、連絡帳など多くの手書きの書類をICT化。また、園だよりなどのお知らせを配信することで大幅な

　事務の効率化が実現するとともに、子どもと向き合う時間が増えた。→保育の質の向上、働き方改革

No.10  ○【県】幼児教育施設訪問研修による保育園の巡回訪問の実施…保育園３園で実施予定

(48ﾍﾟｰｼﾞ)  ○【市】保育アドバイザーによる保育園の巡回訪問の実施

　　令和２年度 ２園 → 令和３年度 全１２園

　 保育士の感想…・子どもも保育士も楽しいと思える保育には、段取りが必要で、この遊びの中で、次はどんな展開に

　　　なってほしいか思い描くことの必要性を改めて感じた。　

　　　・改めて一人一人の発達段階をしっかりと捉え、その子の発達に合った言葉かけ、遊びの提供をしていく大切さを

　　　学んだ。この研修を生かし、今後は職員間で悩みや思いを共有し、同じ思いをもって関わっていきたい。

※事業No.欄の(○○ﾍﾟｰｼﾞ)は、計画書のﾍﾟｰｼﾞ数です　　　

事業・取組

 アドバイザー等による
保育園の巡回訪問
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資料７  



【基本目標２：子育てを担う家庭への支援（※第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画 50ﾍﾟｰｼﾞ～56ﾍﾟｰｼﾞ参照）】

事業No. 内容

No.39  子育て・親育ち応援事業  ○子育て・親育ち応援事業の実施

(54ﾍﾟｰｼﾞ) 　　子育て支援センター『にこにこ』で「パパ講座」を５回、

　「もうすぐパパ・ママ講座」を３回実施予定

　　パパの感想…子どもともっとふれ合い、様々な運動を経験させてみたい。

　　　　　　　　子どもの抱っこの仕方や、実践できそうなことがたくさんあった

　　　　　　　ので、コミュニケーションを増やしてやっていきたい。

No.41  家庭教育力の充実  ○なんとみらい文庫（中央図書館との共同事業）による保育園での図書の貸し出し

(54ﾍﾟｰｼﾞ) 　　令和３年度…保育園全１２園、児童館３館（新）で実施

 ○なんと元気っ子教室（生涯学習スポーツ課）

　　運動遊び教室等の実施→家庭教育力の充実

　　保育園全12園で53回実施予定の内、親子活動として14回実施予定

　　保育士の感想：親子でタオルを使った様々な運動遊びを教えていただき、どの

　　　　　　　 　親子も楽しく参加できた。

　　　　　　　 　

No.34  ○ＳＮＳを活用した子育てネットワークの構築（保健センターとの共同事業）

(53ﾍﾟｰｼﾞ) 　　子育て支援アプリシステム「なんとHug」の本格稼働

No.42  保護者のネットワークづくり 　　　子育て情報発信の一元化（自動受信）、保護者同士の交流、安心できる１対１の相談体制

No.44  子育て情報の提供の充実 　　６月末時点　ダウンロード数：380件　アカウント登録者数：127件

(55ﾍﾟｰｼﾞ)                 相談件数：延べ33件

　　子育て支援センター…開設時間の拡充（9時～12時、13時～15時→9時～16時）

　　　※今後もニーズや課題を分析し、運営方法や相談体制、講座内容の見直し等を行っていく。

No.43  祖父母子育て講座  ○祖父母子育て講座の開催

(55ﾍﾟｰｼﾞ) 　　祖父母の孫育てに必要な知識を身につけてもらうため、祖父母子育て講座を実施予定

事業・取組

 子育て支援センター事業の充実
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【基本目標３：地域や企業における子どもと家庭への支援（※第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画 57ﾍﾟｰｼﾞ～60ﾍﾟｰｼﾞ参照）】

事業No. 内容

No.57
(58ﾍﾟｰｼﾞ)

No.58
(59ﾍﾟｰｼﾞ)

 ○子どもの居場所づくり促進事業
　多世代交流や学習支援を目的とした子どもの居場所づくりに取り組む地域や団体に対し運営経費を補助
　＜多世代交流事業運営経費補助金＞　令和2年度は、実施団体なし
　　地域づくり協議会など想定される実施主体への制度周知を図る
　＜学習支援事業運営経費補助金＞
　　事業者数：1団体（アフタースクールあおむし）
　　実施内容：発達にでこぼこのある児童を対象とした放課後における学びの場の提供
　　効果：地域の子育て力の向上、安心安全な子どもの居場所づくり
　［補助率：1/2］（1団体につき1日当たり5千円、25日未満を限度とする）※5日以上の開設必要

No.62
(60ﾍﾟｰｼﾞ)

 ○なんと！やさしい子育て応援企業認定制度
　基本項目調査票及び認定申請書送付数：市内2000事業者　うち回答事業者数：125事業者
　新規認定事業者数：8事業者（事業開始年度＝平成29年度からの認定事業者数：36事業者）
　令和2年度表彰企業数：5事業者（平成29年度からの表彰企業数：17事業者）
 ○子育て応援環境づくり等アドバイザー派遣事業
　子育てと仕事を両立できる職場環境づくりに取り組む事業所へ専門的知識を有するアドバイザーを派遣
　　派遣時間は1回あたり2時間以内、派遣回数は1事業者あたり3回を限度とする。
　　令和2年度は、数社に実施を呼び掛けるもコロナ禍のため、実施事業者なし

【基本目標４：配慮が必要な子どもと家庭への支援（※第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画 61ﾍﾟｰｼﾞ～67ﾍﾟｰｼﾞ参照）】

事業No. 内容

No.65
(61ﾍﾟｰｼﾞ)
N0.67

(62ﾍﾟｰｼﾞ)

 ○南砺市児童虐待防止・対応マニュアルの策定
　要保護児童対策地域協議会において令和2年8月に児童虐待防止・対応マニュアルを策定。民生委員児童委員協議会
や地域づくり協議会、小中学校校長会、保育園長会などと情報共有し、児童虐待防止やその対応について協力体制を
構築

No.92
(67ﾍﾟｰｼﾞ)

 ○所得制限を児童扶養手当基準から児童手当基準へ変更
　令和３年１０月から所得制限を緩和することで、支給対象を拡充し、ひとり親家庭等の負担軽減を図る。

No.94
(67ﾍﾟｰｼﾞ)

N0.95
(67ﾍﾟｰｼﾞ)

 ○高校生通学定期券・医療費助成事業

 ○入学・卒業祝い金事業
　いずれも令和2年度から、ひとり親に加えて低所得世帯に属する高校生を対象者として拡充。
　より幅広く、必要とされている世帯への経済的支援につながっている。

 ひとり親家庭等の医療費の助
成

 ひとり親家庭の高校生通学定
期券補助事業

 ひとり親家庭入学祝い金

事業・取組

事業・取組

 児童虐待の防止の啓発普及

 児童虐待の発生防止、早期発
見

 子ども食堂・地域食堂などに
よる居場所づくりの促進

 多世代交流事業の促進

 なんと！やさしい子育て応援
企業認定制度
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南砺市子どもの権利条例づくり事業について 

 

１ 策定趣旨 

   すべての子どもの基本的人権を保障するため1989年に定められた国際条

約である「子どもの権利条約」の理念に基づき、令和４年度中の「南砺市子

どもの権利条例」の制定を目指す。 

現状では、市内における「子どもの権利条約」の認知度は低く、その趣旨

が正しく理解されていない状況にある。 

「子どもの権利条例」の策定を通して、子どもから大人まで広く市民全体

が子どもの権利について理解を深めつつ、誰ひとり取り残さず、すべての子

どもが心豊かに成長できるまちづくりの実現を目指す市の基本姿勢を示す

条例として制定する。 

条例の制定を契機として、「SDGｓ未来都市南砺市」ならではの「子どもに

やさしいまちづくり」の具体的な活動方針を示し、子どもの権利に関わる活

動を支えあうネットワークを構築し、第２次南砺市総合計画の目指すべきま

ちの姿「未来に希望がもてるまち」につながる啓発活動を実施していく。 

 

２ 条例策定の進め方 

（１）学識経験者や公募による委員などで組織する「南砺市子どもの権利

条例策定委員会」を設置し、条例制定に幅広い意見を反映させる。 

（２）策定委員会内にワーキンググループを設置することで、より多くの

意見を取り入れる。 

（３）庁内組織を設け、策定委員会・ワーキンググループと連携し、さまざ

まな課題を関連部署と共有することで、効果的に目指すべきまちづ

くりを実現していく。 

 

３ 策定までの取組 

  （１）子どもの権利についての広報活動 

    ・「子どもの権利条約」の考え方を多くの市民の方々に知ってもらうた

めの普及啓発活動 

    ・広報紙、ホームページ等の広報媒体による周知啓発 

    ・地域や学校、父母の会や PTA を対象とした勉強会等の開催 

（２）子どもの権利に関わる活動を支えあうネットワークの構築 

  ・市民団体の連携を活性化させるネットワーク構築 

（３）「SDGｓ未来都市南砺市」ならではの条例案の作成 

    ・南砺市全体で取り組める条例の制定 
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資料８  



市議会

市長

・パブリックコメントの実施
・広報・啓発活動
・協力機関とネットワーク構築
(PTA連絡協議会・保育園・学校)

南砺市子どもの権利条例づくり事業体系図

３つのワーキンググループの意見を反映
①子ども部会 ：子どもの視点を取り入れる
②人づくり部会 ：大人・子どもの関わりのあり方
③環境づくり部会 ：南砺市の子どもから見た環境について

庁内組織(市役所担当者)：担当課に合わせた取り組み検討

南砺市子どもの権利条例策定委員会

条例の素案づくり

「SDGs未来都市南砺市」ならではの
「子どもにやさしいまちづくり」

1 子どもの権利条約の基本理念

２ 子どもの権利を守るための取組
・市民参加(大人・子ども)
・啓発活動
・権利の保障

条例制定後の
体制づくり

・南砺市らしい取組考案
・大人への啓発
・子どもへの啓発
・家庭・学校・地域への啓発

南砺市民
条例制定

具体的に各種施策に反映させていく

提言

意
見

調
査

・富山短期大学
・となみ青年会議所
・子どもの権利条約

ネットワーク など

連携

市民主体による
継続的な活動展開

連
絡
調
整

依頼

提案

意
見
反
映

意
見

反
映

スーパーバイザー

明橋大二政策参与
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区　　分 氏　名 備　　　考

彼 谷 環 富山国際大学

明 柴 聰 史 富山短期大学

楠 井 悦 子 とやま子どもの権利条約ネット

木 下 三 喜 子 だれでもハウス“めぐみ”

榎 木 勝 規 成和学舎

齊 藤 優 華 寺子クラブ・寺子こどもえん

山 下 裕 美 アフタースクールあおむし＆さなぎ

磯 辺 文 雄

高 橋 佳 寿 江

委員９名

　委嘱期間

　令和３年７月３日～令和５年３月３１日

令和３・４年度　南砺市子どもの権利条例策定委員会委員名簿

公募委員

関係諸団体

学識経験者
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区分 氏　名 備　　　考

遠 藤 裕 子 南砺市ＰＴＡ連絡協議会

河 合 詩 織 南砺市児童クラブ連合会

◎木 下 三 喜 子 だれでもハウス“めぐみ”

中 山 明 美 ほっこり南砺

教職員 曲 師 政 隆 城端小学校

保育士 田 辺 博 子 福光どんぐり保育園

策定委員会公募委員 ◎高 橋 佳 寿 江

田 中 百 合 子

吉 川 光 太 郎

渡  美 和 子

委員１０名

◎策定委員会委員

区分 氏　名 備　　　考

◎齊 藤 優 華 寺子クラブ・寺子こどもえん

前 田 啓 子 にほんご広場なんと

河 原 秀 樹 井波中学校

犀 川 敏 朗 福光南部小学校

保育士 谷 戸 仁 美 城端さくら保育園

策定委員会公募委員 ◎磯 辺 文 雄

◎榎 木 勝 規

清 部 一 夫

大 河 原 晴 子

委員９名

◎策定委員会委員

　委嘱期間

　令和３年７月３日～令和５年３月３１日

関係諸団体
（市民団体）

教職員

一般公募委員

令和３・４年度　南砺市子どもの権利条例ワーキンググループ

人づくり部会　委員名簿

関係諸団体
（市民団体）

一般公募委員

環境づくり部会　委員名簿
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区分 所属 氏　名 備　　　考

小学校 城端小学校 川 田 充 基 ４年

城端小学校 中 藪 唯 翔 ４年

城端小学校 野 村 龍 人 ４年

城端小学校 村 田 壱 清 ４年

福野小学校 石 黒 玲 依 ５年

福光中部小学校 笠 田 祥 平 ５年

福光中部小学校 佐 波 蓮 太 ５年

福光中部小学校 出 村 凛 ５年

城端小学校 中 藪 聖 也 ６年

城端小学校 横 山 空 奏 ６年

福光南部小学校 中 川 稜 太 ６年

福光東部小学校 木 下 聖 唯 奈 ６年

福光東部小学校 永 松 虎 汰 郎 ６年

井口つばき学舎 吉 井 銀 士 郎 ６年

砺波市立南部小学校 山 下 瑞 葵 ６年

井口つばき学舎 前 川 奈 緒 ７年

井波中学校 瀧 田 朔 杜 ２年

井波中学校 山 岸 吏 玖 ２年

福光中学校 石山 レチーシャ ３年

福光中学校 五 天 結 子 ３年

福野高等学校 清 都 伶 奈 ２年

福野高等学校 嵯 峨 楓 菜 ２年

福野高等学校 久 保 音 乃 ３年

学識経験者 富山短期大学 ◎明 柴 聰 史
富山短期大学生１２人
子ども部会サポーターとして参加

一般公募委員
アフタースクール
あおむし＆さなぎ

◎山 下 裕 美

委員２５名

◎策定委員会委員

　委嘱期間

　令和３年７月３日～令和５年３月３１日

中学校

高等学校

令和３・４年度　南砺市子どもの権利条例ワーキンググループ

子ども部会　委員名簿
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今後のスケジュールについて 

 

時期 策定委員会 会議等 

令和 3 年度 

   4～6 月 

ワーキンググループ 

公募開始 

定例教育委員会 

庁議・全員協議会① 

庁内プロジェクトチーム① 

7～10 月 第１回策定委員会 7/3(土) 

ワーキンググループ① 

ワーキンググループ② 

ワーキンググループ③ 

 

啓発イベントへの出展 

・親と子のリレーションシッ

プほくりく in とやま 

・となみ青年会議所５０周年 

記念事業 

11～12 月 ワーキンググループ④ 

第２回策定委員会12/26（日） 

定例教育委員会 

庁議・全員協議会② 

庁内プロジェクトチーム② 

1～3 月  

 

定例教育委員会 

庁議・全員協議会③ 

庁内プロジェクトチーム③ 

啓発イベント開催(予)  

パブリックコメント実施 

令和 4 年度 

4～６月 

第３回策定委員会 

ワーキンググループ⑤ 

ワーキンググループ⑥ 

啓発イベント開催(予)  

パブリックコメント実施 

７～９月 第 4回策定委員会 定例教育委員会 

庁議・全員協議会④ 

庁内プロジェクトチーム④ 

10～11 月  啓発イベント開催(予) 

定例教育委員会 

パブリックコメント実施 

庁議・全員協議会⑤ 

庁内プロジェクトチーム⑤ 

議会へ条例案の事前説明 

12 月  議案提出 

※令和 5年 4月 1日条例施行 

※令和 5年度以降：実施基本計画作成、アクションプラン作成 

※保護者、地域などへ「子どもの権利」についての周知を行う。 
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ワーキンググループ計画表 
 子ども 人づくり 環境づくり 

1 

子どもの権利条約を知ろう 

日時：７月３日（土）15：00～17：00  

場所：いのくち椿館 

講師：富山短期大学 明柴聰史先生 

目的：子どもの権利条約を正しく学び、南砺市がなぜ条例を作るのか目的意識を持つ。 

成果物：ワークシートに記入し提出する。 

※３つの部会が共通認識をもつため合同で開催する。※TST 放送用動画撮影 

2 

子どもの権利条約について体

験してみよう 

日時：８月８日(日)  

9：30～11：30 

場所：ヘリオス 

目的：子ども部会で仲良くなり、

自分の意見を言えるようにな

る。自分たちの生活と子どもの

権利がつながっていることを学

ぶ。 

子どもの権利条約について体験してみよう 

日時：８月１日(日)9：30～11：30 

場所：ヘリオス 

講師：富山 CAP 

目的：子どものもつ「安心・自信・自由の権利」について子どもの

立場でとらえることができる。体験したことを子どもの権利条約が

保障することを学ぶ。 

成果物：ワークシートに記入し提出する。 

3 

子どもの権利条約 

日時：９月２６日(日) 

9：30～11：30 

場所：井波総合文化センター 

目的：南砺市子どもの権利条

例の前文を考えよう。 

子どもにとって大切なことを考

えよう。 

南砺の目指す姿を考えよう 

日時：９月１１日(土) 

9：30～１１：３0  

場所：ヘリオス  

目的：情報共有・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催 

南砺市の現状を共通理解し、大

人の目指す姿を考える 

成果物：ｸﾞﾙｰﾌﾟごとのﾜｰｸｼｰﾄ 

南砺の目指す姿を考えよう 

日時：９月１１日(土) 

１3：30～15：50  

場所：ヘリオス 

目的：情報共有・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催 

南砺市の現状を共通理解し、未

来に向けて必要な環境について

具体的に検討する。 

成果物：ｸﾞﾙｰﾌﾟごとのﾜｰｸｼｰﾄ 

中

間 

報

告 

となみ青年会議所５０周年事業 

日時：１０月２日(土)10：00～12：00  場所：井波総合文化センター 

リレーションシップほくりく 

日時：１０月３１日(日)10：00～16：00 場所：井波総合文化センター 

事
例
研
修 

 

川崎市とつながろう！ （先進地事例研修：Zoom） 

日時：１１月 29 日(月)  場所：南砺市役所大ホール 

目的：先進地川崎市から学ぶ（条例づくりを進めるポイント・地域に必要とされる条例となるポイント） 

成果物： 

4 

南砺市子どもの権利条例素案づくり 

日時：12 月 19 日(日)  

9：30～11：30 

場所： 

目的：子ども担当の前文の完成 

成果物：修正後の条例案 

南砺市子どもの権利条例素案づくり 

日時：12 月 日( )  

場所： 

目的：部会の意見を素案に盛り 

込む、文章の追加・修正を行う 

成果物：修正後の条例案 

南砺市子どもの権利条例素案づくり 

日時：12 月 日( )  

場所： 

目的：部会の意見を素案に盛り 

込む、文章の追加・修正を行う 

成果物：修正後の条例案 

5 

南砺市子どもの権利条例づくり① 

日時：４月 

目的：パブリックコメントを反映した条例最終案の確認  

6 

南砺市子どもの権利条例づくり② 

日時：５月 

目的：条例案の確認と、次年度以降のアクションプランについて  
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大人も子どもも、
一人の人間として尊重され、
生きることができるまちづくり

そのために

南砺市子どもの権利条例(仮)づくり
に取組みます！

南砺市が目指す、
「子どもにやさしいまちづくり」とは?

①“Child Friendly Cities Initiative”
ユニセフ（国連児童基金）の展開している事業。
子どもにやさしい“まち”とは、
子どもの権利を満たすために積極的に取り組むまちのこと

②一言で言うと、
「子どもの権利条約が具現化されたまち」のこと

③SDGs（持続可能な開発目標 Sustainable
Development Goals）との深い結びつき
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「子どもの権利条約が具現化されたまち」とは？

子どもが．．．
• まちの決定に影響を与えること
• 子どもたちが望む“まち”のあり方に関して意見が言える
• 家族、コミュニティ、社会に関わること
• 教育や保健衛生などの基本的サービスを受けること
• 搾取、暴力、虐待、いじめから守られること
• 安全でクリーンな環境、緑のある所に住めること
• 友達と会い、遊ぶこと
• 出自、宗教、貧富、性別、障害の有無に関わらず、
• その町の平等な一員としてどんなサービスも受けること
大人も子どもも、
一人の人間として尊重され、生きることができるまち

ＳＤＧｓとの結びつき

◎ＳＤＧｓの設定の際に、大切にされたこと
• 「子どもの権利」が尊重される社会にする。
• 子どもを含む全ての人の人権が尊重され、格差の是正に明確な焦点

があてられた。
• 子どもへの投資が、社会・経済・環境全ての面で持続可能な社会を

作ることに貢献し、子ども自身、さらに社会全体にとって高い効果
があると位置づけられた。

• 子どもは保護の対象であるだけでなく、変化の主体でもある。
• ＳＤＧｓ設定の際に、子ども・若者が重要な役割を果たした。その

実現に向けての取り組みやモニタリングにも子ども・若者の参加が
重要とされた。

「子どもにやさしいまち」とは、
ＳＤＧｓが目指す持続可能な社会とイコール

南砺市は、
ＳＤＧｓ未来都市！

- 25 -



子どもにやさしいまち ＝ 南砺市

南砺市

市⻑の
願い

SDGs

国連・
ユニセフ
の願い

子どもの
権利条約

子どもの権利条約の理念に基づいた、
「南砺市子どもの権利条例(仮)」を制定します！

「子どもの権利条約」について

・“The Convention on the Rights of the Child”
・1989年 国連で採択
・1994年 日本が批准
・2019年時点で批准した国・地域は、196ヶ国

（署名したが批准していない国：アメリカ合衆国のみ）

◎世界中の子どもたちが、心身ともに健康に
自分らしく育つことができるよう、
世界の英知を集めて作られた「国の約束」
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•生きる権利
命が守られること

•育つ権利
持って生まれた能力を充分に伸ばして成⻑できるよう、
医療や教育、生活支援などを受け、友だちと遊べること

•守られる権利
暴力や搾取、有害な労働から守られること

•参加する権利
自由に意見を言ったり、団体を作ったりできること

大切な４つの柱

子どもの権利条約の四つの柱

大人 国 地域

４つの柱を守るため
たくさんの条文があります
全部で５４条！

子どもの権利とは全ての人(子)
が生まれながらに持っている
権利です

子どもの権利に対する誤解 ①

「子どもに権利を認めるとわがままになる？」
→ 自分に権利があることを学ぶと、他の人にも権利があることを学ぶ
→ 他人の権利を踏みにじる人は、自分の権利を大切にしてもらえなかった人

自分の権利も相手の権利も尊重できる人を育てる
自分の権利だけでなく相手を思いやる心を育てる
子どもの権利条約には、四つの柱(生きる、育つ、守られる、参加する)の他にも、
いじめられない権利、差別されない権利、医療を受ける権利、
プライバシーを守られる権利 などがあります。

☆子どもたちは、自分たちにある権利を知っているでしょうか？
権利を知らないと、自分も相手のことも守ることができません。

☆子どもが心身ともに健やかに育つには、大人のかかわりが大切です。
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子どもが正しく権利を理解することが大切

主張することだけが権利ではありません！
子どもが自分の持つ権利を学び、相手の考えを聞くこと、自分の意見を伝え
ることができるようになることで、お互いの人権を尊重できます。
権利を知り、権利を守ってもらえることで、子どもたちは自分が大切にされ
ていると感じます。
心と体を傷つけること【暴力】がいけないことだとわかります。

子どもたちに理解してもらう取り組みを目指します！
「子どものくせに」「まだ〇歳だから」ではなく、目の前の一人の人間の
意見として真摯に向き合うことが大人に求められています。

多様性を認め合い、誰一人取り残さない環境を作る
ことで、自分らしく生きていく力が育ちます。

「子どもの権利は、発展途上国など子どもの人権が著しく侵害
されている国のためのもの、日本では、既に充分保障されてい
るし、権利を認めることは、甘やかしにつながる。」
子どもの権利条約は、発展途上国や紛争国のためだけに作られ
たものではありません。
日本でも、いじめや児童虐待などがあり、子どもや若者の自殺
が突出して多いことが知られています。
虐待防止など子どもを守る動きや、法律などが整備されても、

子どもに関わる問題がなくならない現状があります。
それは、南砺市でも同じです。

目の前の子ども、さらに南砺市の全ての子どもを対象とした
南砺市子どもの権利条例づくりを契機に

子どもたち一人ひとりが大切にされる南砺市を目指します。

子どもの権利に対する誤解 ②
本当に
充分？
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子育てを子どもの権利条約から見直す

・休息、遊びの保障をしよう
・子どもの意見を聞いてみよう
・子どもに関わることは決定権を渡そう
・「ありがとう」と伝えよう

そして、大人もまた権利を尊重され、支えられる
必要があります。
子どもにやさしいまちは、大人にもやさしい環境
です。

まとめ

子どもにとってやさしい世界は、
大人にとってもやさしい世界。

その手がかりとなるのが「子どもの権利条約」
「子どもの権利条約を羅針盤に」

（尾木ママ講演タイトルより）

◎条例づくりを契機に
「子どもも大人も幸せに暮らせる南砺市」

を作っていきましょう！
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施策事業 点検・評価シート
施策 № 事業・取組 内容

平成30年度
現状値

令和2年度
実績

評価 事業評価と課題 今後の取組と改善点
令和6年度
目標値

担当課

1-1-1 1
全体的な計画に基づく取
組の推進

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）に基づく
取組を推進します。

推進 Ａ
全体的な計画に基づき、計画性
をもった適切な幼児教育・保育
を行った。

市の保育目標を達成するため
に、取組を推進していく。

推進 こども課

1-1-1 2
生きていく力の基礎を育
む幼児教育・保育の充実

主体性を持って、子どもが自ら遊びを
楽しむ環境づくりを行います。

推進 Ａ
保育園・認定こども園等で、日
常的に豊かな遊びを楽しむ環境
づくりを行った。

子どもが自ら遊びを楽しむ環境
づくりを推進していく。

推進 こども課

1-1-1 3 運動能力の向上
親子が一緒になって行う運動遊び教室
等を実施し、子どもの運動能力の向上
に努めます。

開催教室数
41

教室開催数
71

Ａ

教室開催回数を大幅に増やし、
子どもたちの運動に対する興味
や関心を高めることができた。
指導者の確保が難しくなってき
ている。

子どもの運動能力の向上に、よ
り効果的な内容となるよう指導
内容の検討を行い、総合型地域
スポーツクラブの指導者とも一
層の連携を図り、教室を実施す
る。

56
生涯学習スポーツ課

こども課

1-1-1 4 子どもの体験活動の充実
子ども体験活動としてさまざまな体験
活動を実施します。

開催教室数
7

開催教室数
3

Ｂ

コロナ禍により中止となった教
室が多かったが、開催した教室
については例年より参加者が多
く、コロナ禍の中で貴重な体験
の場を提供することができた。

コロナ対策を取りながら教室を
実施するとともに、新規の教室
を企画していく。

9 生涯学習スポーツ課

1-1-2 5 自然体験活動等の実施
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 Ａ
保育園・認定こども園等で、園
庭や園外等で生き物や自然との
ふれあい活動を実施した。

引き続き自然体験活動を取り入
れ、非認知能力の向上に努め
る。

推進 こども課

1-1-2 6
保育園等における食育の
推進

市内12か所の保育園等で共通の食育計
画を作成し、食事のマナーや地域の方
の協力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
いても引き続き食育を推進します。

推進 Ａ
12園共通の食育計画に基づき､食
育の日を設け｢とびだせ給食先
生｣の取り組みを実施した。

引き続き、食育計画に基づき、
食育を推進していく。

推進
こども課

教育総務課

1-2-3 7 職員の人材確保

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
の募集や掘り起こしなどにより人材確保
に努めます。

推進 Ａ
会計年度任用職員制度導入に合わ
せ、保育士の待遇改善を行った。

引き続き、ハローワーク等を活用
して人材確保に努める。

推進 こども課

1-2-3 8 全国・県内研修への参加

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1人
県内93人

Ｂ

新型コロナウイルス感染・拡大
防止のため、中止になった研修
会もあったが、オンライン等も
利用して可能な限り参加した。

積極的に全国・県内研修に参加
し、市職員全体の資質の向上に
努める。

全国9人
県内129人

こども課

1-2-3 9
園児の年齢に合わせた保
育力の育成

市保育士会での年齢別部会研修によ
り、保育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 Ａ
コロナ対策をとりながら年齢別
部会研修を実施した。

引き続き、年齢別部会研修を実
施し、保育の質の向上に努め
る。

5年齢×2回 こども課

1-2-3 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・保育のアドバイザー等を担当課
に配置し、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2園
で実施

Ｂ
保育アドバイザーによる巡回訪
問を公立２園（モデル園）で試
行した。

保育アドバイザーによる巡回訪
問を公立全1２園で実施してい
く。

保育園12園
で実施

こども課

1-2-4 11 組織力の育成・向上
園長を中心に臨時職員も含めた全ての
職員が一体となった組織力の育成・向
上を図ります。

推進 Ａ
園長を中心に全ての職員が一体
となった組織力の育成・向上に
取り組んだ。

引き続き、組織力の育成・向上
を推進していく。

推進 こども課

1-2-4 12 園内研修の充実
市独自の園内公開保育や研修を充実さ
せて、個々の職員の資質の向上を図り
組織力の向上を推進します。

公開保育を保育園
8園で実施

公開保育を保育
園8園で実施

Ａ
コロナ対策をとりながら園内公
開保育を行い、個々の職員の資
質の向上を図った。

各種研修により、組織力の向上
を推進していく。

公開保育を保育園
9園で実施

こども課

1-2-4 13 臨時職員研修の充実
質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90％
園内研修のみに
参加（受講率は

不明）
Ｂ

新型コロナウイルス感染・拡大
防止のため、会計年度任用職員
のみの大規模な研修は開催でき
なかった。

質の高い保育を確保していくた
めに、会計年度任用職員研修の
充実と参加率の向上を図ってい
く。

100% こども課

1-3-5 14
保育園と認定こども園の
連携

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 Ａ
幼保園長会を開催し、連携を
図った。

定期的に幼保園長会を開催して
連携を図り、充実した幼児教
育・保育の提供に努める。

推進 こども課
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施策 № 事業・取組 内容
平成30年度

現状値
令和2年度

実績
評価 事業評価と課題 今後の取組と改善点

令和6年度
目標値

担当課

1-3-5 15
就学前教育・保育と小学
校の連携

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%

(教育総務課)
小学校9校で
100％実施

Ａ
[こども課]全保育園・認定こど
も園で小学校との連携を行っ
た。

[こども課]全保育園・認定こど
も園で小学校との連携を推進し
ていく。

100%
教育総務課
こども課

1-3-5 16
保育園等での小学生等と
の異年齢児交流事業

市内の保育園や児童館で異年齢児交流
事業を実施します。

連携の実施率
100%

（児童館4館、保育園
12園で実施）

100% Ａ
全保育園・認定こども園で異年
齢児交流事業を実施した。

全保育園・認定こども園で異年
齢児交流事業を実施する。

100% こども課

2-4-6 17
女性・こども相談室等の
相談体制の充実と周知

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。

延べ相談人数
520人

延べ相談人数
560人

Ａ
女性に関することや子育てに関
する幅広い相談に対応し、必要
時関係機関と連携しています。

DV相談は、他窓口からの紹介か
ら対応することが多く、特に若
い世代への窓口周知が必要で
す。

推進 こども課

2-4-6 18
子育て支援センターでの
子育て相談事業

主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
負担や不安を軽減します。

①専門相談員へ
の相談 208件

②職員への相談
536件

推進 Ａ

未就園児を対象とした親子交流
や相談の場、子育て情報等を提
供し、子育てに関する負担や不
安を軽減した。

低年齢児からの保育園入園等に
より相談件数は減少している
が、ニーズに応じた情報を提供
していく。

推進 こども課

2-4-6 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
に応じます。必要に応じて関係機関と
の連絡調整を行い、母子保健及び子育
て支援施策の一体的な提供を通じて切
れ目ない支援を行います。

Ａ

保健師、管理栄養士が妊娠期～
子育て期まで継続的に相談支援
を実施する。子育て支援関係部
署と連携会議を開催。

母子保健及び子育て支援施策を
通じ関係機関と情報の共有を図
り、一体的な支援を行う。

推進 健康課

2-4-6 20 産後ケア事業

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
が円滑に行えるよう、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。

利用者数
4人

利用者数
７人

Ａ
訪問６人、デイケア１人の利用
あり。利用者のニーズに応じた
利用となっている。

令和３年度より利用期間が３か
月未満から１年未満に変更。

推進 健康課

2-4-6 21 乳児家庭全戸訪問事業

生後４か月までの乳児にいる家庭に訪
問し、不安や悩みを聞き、子育て支援
に関する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
言を行い、支援が必要な家庭に対して
適切なサービス提供に努めます。

状況把握率
100%

状況把握率
100%

Ａ

新型コロナウイルス感染症の影
響により、長期里帰りのため全
戸訪問実施ができないケースが
みられる。

訪問実施に至らないケースは３
か月児健診で状況の再確認を行
う。

100% 健康課

2-4-7 22 母子保健サポート事業

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
により、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
し妊娠期の支援を行います。

妊娠20週以降に
おけるﾌｫﾛｰ率

80.7%

妊娠20週以降に
おけるﾌｫﾛｰ率

32.4%
Ｃ

専門職による面談を実施し、子
育て支援ﾌﾟﾗﾝを全妊婦に配布。
妊娠20週以降の妊婦を対象とし
ていた交通費助成事業が終了し
面談の機会がなくなった。

令和３年度より妊娠24週以降の
出産準備支援金交付申請の場面
を活用し、妊娠中の心身の状況
について面談で確認し、支援を
行う。

90% 健康課

2-4-7 23 妊婦一般健康診査事業

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
82.3%

受診率
80.0％

Ｂ

妊娠届出数は256件と年々減少し
ている。妊娠12週以降の届出は
16人で体調不良や仕事の都合に
よる理由が多い。

妊娠経過、妊婦健診結果を妊娠
24週以降の面談で確認し、支援
を行う。

87% 健康課

2-4-7 24 ３歳児健康診査事業

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%

0.994 Ａ
対象者のほぼ全員が受診済。未
受診者は、次年度に受診する計
画とした。

未受診者への受診勧奨及び未受
診者の実態把握の徹底を図りま
す。

99.30% 健康課

2-4-7 25 予防接種事業
予防接種の重要性の理解を深めるため
広報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
82.4%

接種率
87.5％

Ａ
二種混合(72.3％)、日本脳炎2期
(54.5％)と、就学後の予防接種
受診率が低い。

健診・訪問等の保健指導時の説
明や予防接種相談会の開催によ
り、予防接種の重要性の周知や
理解につなげる。

95% 健康課

2-4-7 26 母乳育児の推進

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
えている母親に対しては、助産師の相
談・訪問指導を行います。

3か月児におけ
る母乳栄養率

91.7%

3か月児におけ
る母乳栄養率

85.7%
Ｂ

母乳育児に不安を抱えている母
親に対して、助産師による相談
や訪問を実施している。

新生児訪問等で母乳育児に不安
を抱える母親を把握した際に
は、助産師による相談や訪問に
つなぎ、不安の解消に努める。

93% 健康課

2-5-8 27
認可外保育施設等への支
援

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 Ａ
保育園・認定こども園と同様に
認可外保育施設でも軽減事業を
実施した。

引き続き、軽減事業により支援
していく。

推進 こども課
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施策 № 事業・取組 内容
平成30年度

現状値
令和2年度

実績
評価 事業評価と課題 今後の取組と改善点

令和6年度
目標値

担当課

2-5-8 28 延長保育事業
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
660人

585人 Ｂ
保育標準時間・短時間の利用時
間を超えた延長保育を行った。

引き続き、事業内容の充実に努
め、利用環境を向上させてい
く。

700人 こども課

2-5-8 29 休日保育事業
日曜日・祝日に保育園において休日保
育を行います。

実利用者数
35人

7人 Ｂ
拠点園である福光どんぐり保育
園において、日曜日・祝日に休
日保育を行った。

引き続き、事業内容の充実に努
め、利用環境を向上させてい
く。

21人 こども課

2-5-8 30 一時預かり事業
一時的に家庭での保育が困難な場合、
保育園において一時預かりを行いま
す。

延べ利用者数
4,085人

2,823人 Ｂ
就学前児童を対象として、一時
的に家庭での保育が困難な児童
の一時預かりを行った。

事業内容の充実による利用環境
の向上が必要である。

4,000人 こども課

2-5-8 31 病児・病後児保育事業
病気回復期に至らない児童及び病気回
復期の児童に対応します。

延べ利用者数
1,504人

587人 Ｂ

新型コロナウイルス感染・拡大
防止による予防や、日頃の手洗
いやうがいの効果等により、利
用者は減少した。

引き続き、事業内容の充実に努
め、利用環境を向上させてい
く。

1,800人 こども課

2-5-8 32 乳児保育事業
乳児保育に対応するため、満３か月か
ら保育を行います。

3月末人数
149人

119人 Ｂ
出生児数の減少により、乳児保
育（０歳児）の利用者は減少し
た。

多様化する保育の低年齢化に対
応できるよう、引き続き、職員
受入体制を強化していく。

150人 こども課

2-5-8 33 通常保育事業の充実
保護者が仕事、病気、介護などのた
め、家庭で保育できない就学前の乳幼
児の保育を充実します。

3月末人数
0歳児149人
1歳児204人

0歳児119人
1歳児214人

Ａ
保護者の就労支援等のため、家
庭で保育できない就学前の乳幼
児の保育を実施した。

多様化する保育の低年齢化に対
応できるよう、引き続き、職員
受入体制を強化していく。

0歳児150人
1歳児200人

こども課

2-5-9 34
子育て支援センター事業
の充実

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
供します。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
17,547人

8,733人 Ｂ

子育て支援を希望する保護者
に、相談活動やふれあいの場を
提供するとともに、子育て支援
アプリ「なんとHug」の開発・導
入を決定した。

子育て支援アプリ「なんとHug」
を本格稼働させるとともに、子
育て支援センターのニーズや課
題を分析し、運営方法や相談体
制、講座内容の見直しを行って
いく。

18,000人 こども課

2-5-9 35 放課後児童クラブの充実
小学生が放課後を安全・安心に過ごせ
るよう、適切なクラブ設置数を検討し
実施します。

登録児童数
383人

445人 Ａ
コロナ禍の中、適切な対応を講
じながら安心安全な子どもの居
場所の提供に努めた。

働きながら子育てしやすい環境
づくりに欠かせない施設であ
り、引き続き職員の資質向上や
児童の受入体制の整備に努めて
いく。

370人 こども課

2-5-9 36
ファミリー・サポート・
センター事業の推進

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
259人

235人 Ｂ

秋頃から３ヶ月検診や１歳半検
診に訪問し、制度の周知に努め
た結果、依頼会員が着実に増え
ている。

サポーターが年々減少している
ため、確保に努める。都合のつ
くサポーターに頼みがちで偏り
が出て、依頼がないため退会す
るケースもあるので、多くのサ
ポーターに活動していただくよ
う調整する。

320人 こども課

2-5-10 37 子育て講座の充実

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
26か所

実施か所
10か所

Ｂ
コロナ禍により中止となった講
座が多かったが、内容や参加対
象を変更しながら実施した。

引き続き、各施設で子育て講座
を実施し、保護者に情報交換や
学びの場を提供していく。

32か所 生涯学習スポーツ課

2-5-10 38 父親の育児参加を推進
父親ハンドブックを作成し、父親自身
のより主体的な育児参加を推進しま
す。

[こども課]
推進

[健康課]
256人

Ｂ

[こども課]子育て・親育ち応援
事業で、パパ講座、もうすぐパ
パ・ママ講座を開催し、父親の
育児参加を推進した。
[健康課]妊娠届出時に父子手帳
を配布し、出産前から父親の育
児参加への意識の醸成を図る。

[こども課]父親ハンドブックを
作成し、父親自身のより主体的
な育児参加を推進していく。
[健康課]父子手帳を父親に見て
もらうよう、妊婦に声かけを行
う。

推進
健康課

こども課

2-5-10 39
子育て・親育ち応援事業
の推進

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
向上を図ります。

受講者数
103人

70人 Ｂ

新型コロナウイルス感染・拡大
防止により一部事業が中止に
なったため、受講者数は伸びな
かった。

新型コロナウイルス感染対策を
行いながら事業を実施し、父親
の子育て力の向上を図ってい
く。

100人 健康課

2-5-10 40
中高生と乳幼児のふれあ
い体験

中学生、高校生が子どもを産み育てる
ことの意義、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
のふれあい体験を実施します。

実施回数
児童館6回
保育園6回

子育て支援セン
ター1回

保育園0回
子育て支援セン

ター0回
Ｂ

新型コロナウイルス感染・拡大
防止のため、事業が中止になっ
た。

新型コロナウイルスの状況を見
ながら、中学校・高校と連携し
体験事業を企画していく。

15回 こども課
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施策 № 事業・取組 内容
平成30年度

現状値
令和2年度

実績
評価 事業評価と課題 今後の取組と改善点

令和6年度
目標値

担当課

2-5-11 41 家庭教育力の充実
子どもの各成長段階における機会を利
用し、親を対象に子育て講座を開催し
ます。

実施か所
26か所

実施か所
10か所

Ｂ
コロナ禍により中止となった講
座が多かったが、内容や参加対
象を変更しながら実施した。

引き続き、各施設で子育て講座
を実施し、保護者に情報交換や
学びの場を提供していく。

32か所
生涯学習スポーツ課

こども課

2-5-11 42
保護者のネットワークづ
くり

子育て支援センターを中心に、新たな
支え合いのネットワークづくりを推進
します。

推進 Ａ
子育て支援アプリ「なんとHug」
の開発・導入を決定した。

子育て支援アプリ「なんとHug」
を本格稼働させる。

推進
健康課

こども課

2-5-11 43 祖父母子育て講座
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
に子育て講座を開催します。

－
実施か所
0か所

Ｂ

[生涯学習スポーツ課]祖父母対
象の子育て講座の該当はなかっ
た。
[こども課]新型コロナウイルス
感染・拡大防止のため、祖父母
を対象にした子育て講座は開催
できなかった。（保育園）

[生涯学習スポーツ課]子育て講
座を実施している施設へ祖父母
対象講座の開催を働きかけてい
く。
[こども課]祖父母からのサポー
トが円滑に行われるよう、祖父
母を対象に子育て講座を開催し
ていく。

実施か所
12か所

生涯学習スポーツ課
こども課

2-5-11 44 子育て情報の提供の充実
子育て情報サイトや子育てガイドブッ
ク等による子育てに役立つ情報提供の
充実を図ります。

Ｂ
令和3年度に子育て支援アプリと
連携したガイドブックの電子化
のための予算措置を行った。

関係各課と連携し、電子書籍化
を進め、子育て家庭が使い易
く、求める情報につながる仕組
みを構築する。

推進
健康課

こども課

2-6-12 45 保育料の無償化・軽減
国の保育料無償化や、市独自の軽減事
業による軽減により、経済的支援を行
います。

軽減率
70%

0.63 Ａ

国の保育料無償化（３歳以上児
の国基準額が０円になったこ
と）により、軽減率は低下した
が、市の独自軽減による軽減を
行った。

引き続き保育料軽減事業を実施
し、経済的支援を行っていく。

75% こども課

2-6-12 46 児童手当の支給
出生から中学３年生修了までの子ども
に対し手当を支給します。

受給者数
2,924人

受給者数
2,716人

Ａ

法令を遵守し支給事務を行うこ
とができた。今後も必要な手続
きについては窓口での説明や
HP、広報掲載を行う。

国の制度の動向に応じて円滑な
支給に努める。

推進 こども課

2-6-12 47 妊産婦医療費の助成
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。

助成件数
301件

272件 Ａ
母子の健康の保持及び増進に寄
与している。

引き続き本制度についての周知
に努める。

推進 こども課

2-6-12 48 こども医療費の助成
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。

助成件数
67,792件

46741件 Ａ
呉西圏域連携事業による現物給
付により受給者の利便性向上に
つながっている。

県内全域での現物支給化の実現
に向けて取り組んでいる。

推進 こども課

2-6-12 49
とやまっ子子育て支援
サービス普及啓発

子育て家庭の精神的・身体的・経済的
負担の軽減を図るために、地域におけ
る各種保育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。

交付人数
309人

利用枚数
6,617枚
利用金額

3,308,500円

交付人数
249人

利用枚数
6,252枚
利用金額

3,700,000円

Ｂ

子育て家庭が必要とするサービ
ス内容は毎年増えているもの
の、南砺市で使えるものが少な
い。ワクチン接種・一時預か
り・絵本への利用率が高い。

県内どこでも使用できるため、
南砺市外で利用されている可能
性もある。子育て家庭が求める
サービスが利用でき、３歳の誕
生日までに使い切るように促す
ことが重要である。

推進 こども課

3-7-13 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学校の
防犯体制の指導や各小中学校で安全見
守り隊やＰＴＡの学校安全支援ボラン
ティア等による防犯パトロールを実施
します。

年中実施(子ど
もの通学期間･

時間帯)
Ｂ

各小中学校で安全見守り隊やＰ
ＴＡの学校安全支援ボランティ
ア等により実施。

スクールガードリーダーを配置
し、学校安全パトロール隊、子
ども見守り活動等を支援。

推進 教育総務課

3-7-13 51
保育園、学校施設等の防
犯対策の充実

防犯訓練の実施や防犯カメラの設置を
推進します。

防犯カメラ設置
小学校9/9校
中学校5/8校

保育園12/12園
児童館3/4館

防犯カメラ設置
小学校9/9校
中学校8/8校

保育園12/12園
児童館4/4館

Ａ

防犯意識の高まりから、防犯カ
メラ未設置の学校に順次設置を
行ってきた。
R2年度中に全ての小中学校、児
童館で設置が完了した。

警察署や関係機関と連携しなが
ら、訓練の実施や児童生徒への
啓発を推進したい。

100%
教育総務課
こども課

3-7-13 52 児童館での遊びの提供
子どもたちに健全な遊びを提供し、お
互いに交流を深めながら、児童館での
遊び場を提供します。

延べ利用人数
52,847人

21,875人 Ｂ

コロナ禍による2カ月の閉館、継
続的な利用自粛依頼等のため、
利用者数が著しく減少している
が、安心安全な子どもの居場所
として機能している。

放課後における子どもの交流の
場、遊び場として欠かせない施
設であり、引き続き職員の資質
向上と児童の受入体制の整備に
努める。

52,847人 こども課
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施策 № 事業・取組 内容
平成30年度

現状値
令和2年度

実績
評価 事業評価と課題 今後の取組と改善点

令和6年度
目標値

担当課

3-7-13 53 児童遊具補助
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
1件

2件
（新設1件、
修繕1件）

Ｂ

身近な地域における子どもたち
の居場所である公園等の遊具の
整備、修繕に便利な補助制度で
ある。

引き続き、予算の範囲内で適正
な補助を行えるよう、各自治会
等と連携しながら実施してい
く。

5件 こども課

3-7-14 54 放課後子ども教室の開催

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
5,530人

延べ参加人数
3,762人

Ｂ

コロナ禍や大雪等の影響で当初
計画より実施回数が減った教室
が多くなったが、地域の協力を
得ながら子ども達に勉強やス
ポーツ・文化活動の場を提供す
ることができた。

引き続き、子ども達に勉強やス
ポーツ・文化活動の場を提供す
るとともに、教室の実施がない
地域にも新規教室が開設できる
よう働きかけていく。

　5,700人 生涯学習スポーツ課

3-7-14 55
新・放課後子ども総合プ
ランの推進

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
した実施を推進し、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
型の箇所数

1か所

一体型又は連携
型の箇所数

1か所
Ｂ

井波子どもホーム（井波児童館
内）と元気子ども教室を連携型
として実施している。

一体型・連携型の実施を増やし
ていく必要がある。

9か所
生涯学習スポーツ課

こども課

3-7-14 56
とやまっ子さんさん広場
推進事業

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
くりを推進します。

実施か所数
5か所

7カ所 Ａ
地域主体の学童として、子育て
家庭のニーズに応えてもらって
いる。

引き続き、居場所づくり推進事
業とあわせて制度の周知、開設
への支援を行っていく。

11か所 こども課

3-7-14 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
どによる誰もが気軽に集える居場所づ
くりを促進し、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
1団体

1団体 Ｂ

令和2年度から居場所づくり推進
事業を新設しているが、子ども
食堂等の活動実施につながって
いない。

既存の実施団体も含めて地域づ
くり協議会などの実施主体とな
りうる団体に制度活用を呼び掛
けていく。

15団体 関係各課

3-7-15 58 多世代交流事業の促進

子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
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。

－ 1団体 Ａ

令和2年度から新設した居場所づ
くり推進事業として利用実績1団
体があり、令和3年度のさんさん
広場推進事業の新規開設につな
がった。

地域づくり協議会などへの働き
掛けを行い、地域における多世
代交流の場づくりに資する制度
となるよう努めていく。

実施か所数
10か所

こども課

3-7-15 59
はつらつ公民館
学び支援事業

地域の若い親子世代と高齢者世代の交
流を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
成を図ります。

実施地区
11地区

実施地区
6地区

Ａ

地域の異世代の交流を通じた自
然体験を行うことにより、子ど
ものふるさとの思い出づくり、
又地域への誇りと愛着の醸成が
図られた。

県において実施地区数の制限は
あるが、希望地区は多数であ
り、引き続き支援してく。

10地区 生涯学習スポーツ課

3-8-16 60 イクボス宣言推進事業

「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
のある経営者・管理職」の宣言を推進
します。

宣言事業所数
26事業所

32事業所（延べ
33事業所）
「イクボス宣
言」事業所募集
チラシ配布…商
工会会員事業所
約2000社
やさしい子育て
応援企業（こど
も課）、とやま
イクボス企業同
盟（富山県）に
加入している事
業所へ個別に
「イクボス宣
言」事業所の加
入案内
市ホームページ
にて「イクボス
宣言」事業所の
宣言書と取組を
紹介

Ｂ

働き方改革に対する理解や事業
所での働く環境が改善されてき
ているため、「イクボス宣言」
事業所は少しずつではあるが増
えてきている。
「イクボス」という概念の周知
は今後も必要である。

プロジェクトチーム（こども
課、商工企業立地課、南砺で暮
らしません課）による事業の改
善と周知等の連携を図る。

36事業所 南砺で暮らしません課
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施策 № 事業・取組 内容
平成30年度

現状値
令和2年度

実績
評価 事業評価と課題 今後の取組と改善点

令和6年度
目標値

担当課

－

ポスターの掲出
等で啓発を図っ
た。また、市役
所がテレワー
ク、時差出勤等
新しい働き方を
積極的に導入
し、民間事業者
の模範となるよ
う努めた。

Ｂ

コロナ禍にあって大勢を集める
啓発活動は厳しく、関係機関に
よる講演会等の啓発活動も少な
かった。

市役所内で男性職員の育児休暇
の取得、新しい働き方の導入は
進んでおり、今後も民間事業者
の模範となるよう市ＨＰ等でお
知らせしていく。また、コロナ
禍が終息すれば、関係機関の講
演会等を積極的に周知してい
く。

啓発活動回数
1回/年

商工企業立地課

－

働き方改革推進
フォーラムの開
催　１回
（参加事業所31
社、参加者約
100名）
啓発チラシの配
布
・成人式500人…
働き方改革とライ
フプラン
・市内園児の保護
者1600人…家事・
育児参画
・街頭配布…家
事・育児参画と
「イクボス宣言」
事業所一覧とその
事業所の取組
・各地域の行事
（文化祭等）で掲
示啓発等

市ホームページ
にて「イクボス
宣言」事業所の
宣言書と取組を
紹介
関係課（こども
課、商工企業立
地課）でプロ
ジェクトチーム
を作り、各課の
事業内容や課題
を共有

Ｂ

「働き方改革」について関心の
ある方が多く、多方面において
「働き方改革」を切り口に周知
できた。
フォーラムの開催を通じて商工
会と連携し、積極的に働き方改
革とジェンダーギャップの解消
に取り組む機運となった。

「こうあるべき」「〇〇のくせ
に」といったこれまでの性別に
よる格差（業務の偏りや業務の
内容）を見直す必要性を多方面
に啓発していく。

講演会開催数
1回/年

南砺で暮らしません課

－ Ｂ
年1回商工会会報にチラシの折り
込みをしている。

毎年同じ内容になっているた
め、内容を見直す必要がある。

専門家派遣
企業数 20社

こども課

3-8-17 62
なんと！やさしい子育て
応援企業認定制度

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
し、社会全体で子どもと子育てを応援
する意識の醸成を図ります。

認定事業所数
26件

認定事業所数
36件

Ｂ

会社の規模・従業員数により、
取り組める内容が異なる。チラ
シや事業を行うことで啓発はで
きるが、実際に取り組むまでに
は会社ごとの課題がある。

なぜ、子育てと仕事を両立でき
る職場環境の整備が必要である
かについて理解してもらう取り
組みを同時に行うことが必要。
暮らしません課・商工課との連
携が必要。

50件 こども課

61
ワーク・ライフ・バラン
スに関する啓発活動

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
報を実施し、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
活動に努めます。

3-8-16

- 35 -



施策 № 事業・取組 内容
平成30年度

現状値
令和2年度

実績
評価 事業評価と課題 今後の取組と改善点

令和6年度
目標値

担当課

3-8-17 63
家庭、企業、地域等への
啓発活動

子育てと仕事の両立の実現に向け、固
定的な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。

Ｂ

なんと！やさしい子育て応援企
業やイクボス宣言事業所など、
子育てと仕事の両立の実現に向
けた取り組みはあるものの、企
業風土や組織風土の是正につな
がるものにまではなっていな
い。

南砺で暮らしません課や商工企
業立地課、商工会などの関係部
署、関係団体と連携しながら、
市内事業所等に子育てと仕事の
両立、ワーク・ライフ・バラン
スの意識醸成に努めていく。

推進 こども課

4-9-18 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における児
童虐待ケース等の共通理解・連携を推
進します。

ケース会議35回
実務者会議6回
代表者会議1回

ケース会議53回
実務者会議10回
代表者会議1回

Ａ

定期的なケース会議の開催や地
区ごとの実務者会議の実施によ
り、顔の見える連携体制を構築
しています。

構成機関は、公的機関に限らず
幅広い支援者にも参加を要請
し、さらなる情報共有を図り、
適切な支援につなげます。

推進 こども課

4-9-18 65
児童虐待の防止の啓発普
及

児童虐待防止マニュアルを作成し、関
係機関や市民・地域との共有を図りま
す。

－
ﾏﾆｭｱﾙの作成

研修会等　4回
Ａ

民生委員児童委員協議会、母子
主管課を中心にマニュアルの周
知を図りました。

保育園、小学校、中学校など子
どもを関わる関係機関にマニュ
アルの周知を図ります。

マニュアルを活
用した研修会等
の実施　5回

こども課

4-9-19 66
子ども家庭総合支援拠点
の整備

すべての子どもとその家庭及び妊産婦
等を対象として、必要な支援にかかる
業務全般を行う支援拠点の整備を検討
します。

未設置 未設置 Ｂ
子ども支援の専門性を持った体
制が求められています。

R4.4月に設置予定 設置 こども課

4-9-19 67
児童虐待の発生防止、早
期発見

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。

特定妊婦 1人
乳幼児期の要保
護児童数 18人

Ａ

妊娠届出時や新生児訪問、乳幼
児健診時に育児不安について確
認し、ﾊｲﾘｽｸｹｰｽの情報共有を
図っています。

こども課と健康課が情報共有を
図りながら対応し、虐待に至る
前に支援につなげられるよう連
携を強化します。

関係機関との
連携強化

こども課
健康課

4-9-19 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。

ケース会議
36回

ケース会議
53回

Ａ

状況の変化に対して迅速に対応
できるよう、早期に情報共有を
図り、支援について検討しまし
た。

必要時、適宜ケース会議を実施
します。

推進 関係各課

4-10-20 69 障がい児保育事業
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 Ａ
種々の障がいのある児童に対し
て、保育園の受入体制を整えて
いる。

研修の充実、保育士増など受入
体制を強化していく。

推進 こども課

4-10-20 70
障がい児の活動する場の
確保

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

特別支援学級
小学校15学級
中学校10学級
通級指導教室
小学校7校
中学校3校

Ａ
学校が必要とする特別支援学
級・通級指導教室を開級・開設
している。

支援を必要とする児童生徒の把
握に努め、適切な学びの場を提
供できるようにする。

17人/17校 教育総務課

4-10-20 71 障害児通所支援事業
放課後等デイサービスや保育所等訪問
支援、児童発達支援等の充実に努めま
す。

延べ利用者数
55人

54人 Ｂ

令和2年度は実績として下がった
が、近年新規の利用は増加傾向
にある。今後も全体的な周知を
図る必要がある。

今後も窓口への周知や関係機関
との連携に努める。

推進 福祉課

4-10-20 72
就学前障害児の発達支援
の無償化

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。

0人 17人 Ａ
国の制度改正に従い無償化を実
施した。

今後も利用料を無償とする。 推進 福祉課

4-10-20 73
医療的ケア児の支援の充
実

医療的ケア児の保育園での受入体制の
整備に向けて検討を進めます。

推進 Ｂ
医療的ケア児の保育園での受入
体制の整備に向けて検討を進め
ていく必要がある。

医療的ケア児の保育園での受入
体制の整備に向けて検討を進め
ていく。

推進 こども課

4-10-21 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
達状況を見極めます。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、保育園等へも子どもの関わり
方を伝えます。

延べ相談人数
19人

延べ相談人数
12人

Ｂ

相談延べ件数は減っています
が、保健センターや保育園等で
の支援の充実により医療機関や
療育機関につながるケースが増
えていることに起因しており、
市全体で発達に気がかりのある
子どもへの対応が推進されてい
ます。

発達に気がかりがある子どもを
持つ保護者が、適切なタイミン
グで相談できるよう相談体制を
整えます。

25人 こども課
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施策 № 事業・取組 内容
平成30年度

現状値
令和2年度

実績
評価 事業評価と課題 今後の取組と改善点

令和6年度
目標値

担当課

4-10-21 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、保護者を支援します。

延べ参加人数
95人

延べ参加人数
50人

Ｂ

参加延べ人数が減っている理由
として、医療機関や療育機関に
つながるケースが増えているた
めと考えられます。今後、対象
者の掘り起こしに努める必要が
あります。

どのような内容の教室で、参加
するメリットを明確にし、参加
者の確保に努めます。

100人 こども課

4-10-21 76 保育園訪問事業

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
定こども園を巡回し、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
534人

①36回
②212人

Ａ

スクールアドバイザー等が全保
育園・認定こども園を巡回し、
発達上の気がかりがある児童へ
の関わり方について、助言・指
導を行った。

教育・福祉・保健を所管する部
局等の連携を強化して支援体制
の充実を図っていく。

①訪問延べ数
55回

②延べ相談人数
550人

こども課

4-10-21 77
発達障がいに対する一貫
した支援

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。

[教育総務課]
地区相談会を年
間18回開催、教
育相談の集いを
年間7回開催

Ａ
[福祉課]福祉課では通所支援の
相談申請を受け、調査支給決定
を行っている。

[福祉課]早期に適切な支援を実
施するため、今後も関係部署と
の連携に努める。

推進

教育総務課
こども課
福祉課
健康課

4-10-21 78
特別支援教育コーディ
ネーター配置事業

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。

配置人数
2人

教育センターに
2名配置、市内
小中学校を巡回

Ａ
市内全小中学校を巡回し、必要
な支援の方法等学校へ適切なサ
ポートをすることができた。

市内の全小中義務教育学校を巡
回し、必要に応じて助言等を行
う。

推進 教育総務課

4-10-22 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
もへの細やかな支援に努めます。

推進 Ａ

令和２年度は、通訳が必要な対
象者がいなかったため、友好交
流協会に依頼することはなかっ
た。

必要に応じて友好交流協会と連
携し、外国につながる子どもへ
の細やかな支援に努める。

推進 こども課

4-10-22 80 外国人児童生徒支援事業
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。

配置人数
2人

5校・6人 Ｂ

支援が必要と判断した児童生徒
について、学習や学校生活がス
ムーズに送れるようにできた。
教員の負担軽減に効果がある。

必要な学校に配置できるように
人材確保に努める。

推進 教育総務課

4-11-23 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。

実績なし Ｃ －
国の母子家庭等対策総合支援事
業等を活用した学習支援の場づ
くりに努める。

推進 こども課

4-11-23 82
なんとっ子まなびサポー
ターの配置

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
力向上を図ります。

小中学校配置率
100%/17校

小中学校配置率
94%/17校

Ｂ

個別に支援が必要な児童・生徒
に対し、きめ細かな学習指導を
し、理解度を高めることができ
た。

学校規模や学校ごとの課題に応
じた配置計画となるよう努め
る。

100% 教育総務課

4-11-23 83
適応指導員・スタディメ
イトの配置

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
きるよう支援します。

69人/13校

適応指導員
12校・18人
ｽﾀﾃﾞｨ･ﾒｲﾄ
13校・50人

Ａ

スクールアドバイザーや早期支
援コーディネーター等が学校を
巡回し、支援の必要のある児童
生徒のいる学校へ状況に合わせ
て配置することができた。

学校の状況を把握し、必要に応
じた配置をする。

推進 教育総務課

4-11-23 84
スクールソーシャルワー
カーの配置

家庭等の環境に働きかけ、よりよい教
育環境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

教育センターに
2名配置

市内小中学校を
巡回

Ａ
子どもが抱える課題の解決のた
め、家庭訪問を行うなど、家庭
と学校を繋ぐことができた。

学校内のチーム体制の構築や支
援のサポートにあたる。

2人 教育総務課

4-11-23 85
要保護準要保護児童生徒
支援事業

児童生徒の保護者に対し、学用品等の
購入費を援助します。

215人/3,442人

（要保護）
　申請者0人
（準要保護）
　申請者295人
（56人）
　認定者252人
（48人）
認定割合85.4％
※（）の数字は
全体のうち、入
学準備金の前倒
し支給に係る人

Ａ

認定者に対し、遅滞なく援助費
を支給できた。また、入学準備
金前倒しについては、昨年度よ
り申請者が増加していることか
ら、制度の周知も図られてい
る。

コロナ禍による経済の影響を受
けている家庭の増加が予想され
ることから、在校生のいる家庭
はもちろん、新入学生の家庭に
対し、さらに制度の周知を図る
よう努める。

推進 教育総務課
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現状値
令和2年度

実績
評価 事業評価と課題 今後の取組と改善点
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目標値

担当課

4-11-24 86
母子・父子自立支援員に
よる相談体制の充実

母子・父子自立支援員による相談・生
活支援の充実を図ります。

相談件数
136件

140件 Ａ

女性・こども相談室の母子・父
子自立支援員が母子・父子家庭
等のさまざまな相談に応じ、関
係各課や団体等と連携し、生活
支援の充実に努めている。

児童扶養手当の現況届時などの
機会を捉えて支援対象者との面
談や現況の聴き取り等に努め、
適宜適切な支援につなげてい
く。

推進 こども課

4-11-24 87
生活困窮者自立支援窓口
での相談体制の充実

経済的自立に関する相談・生活支援の
体制の充実を図ります。

相談件数
46件

（新規）
相談件数69件

Ｂ

相談支援については、関係各所
と連携を取りながら進めてい
る。相談窓口の周知が充分でな
い。

今後も窓口の周知に努める。ま
た、社会状況の変化に対応でき
るよう関係各所との連携を密に
する。

推進 福祉課

4-11-24 88
若者の自立・就労支援の
実施

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。

[福祉課]
ねころびカフェ

12回
Ｂ

[福祉課]ひきこもり当事者や家
族等を含め誰でも気軽に相談で
きる窓口として「ねころびカ
フェ」を月1回開催した。取り組
みは徐々に広がりつつあるが周
知が充分ではない。
[教育総務課]不登校等の子ども
たちの支援や保護者の相談に対
応するため、適応指導教室「い
おう教室」を開設している。

[福祉課]ひきこもりの現状や支
援について、講演会や相談会を
開催し周知や理解を図り、支援
体制等について考える。

関係各課、団体等と連携し、各
種制度や取り組みが必要とされ
る方に適切なタイミングで提供
できる体制づくりに努める。

推進 関係各課

4-11-25 89
ひとり親家庭の父母への
自立・就業支援

ハローワークと連携を取り、ひとり親
家庭の父母の就職支援を推進します。

就職人数
15人

就職人数
8人

Ａ

児童扶養手当面談時、現況届受
付時に、就労状況を確認し相談
対応を行い、必要に応じてハ
ローワークへ繋いだ。

ハローワークと連携しながら、
ひとり親の方が安定した仕事に
就けるよう支援をしていく。

推進 こども課

4-11-25 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・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。

支給人数
2人

支給人数
1人

Ａ
資格取得における経済的支援を
行った。

令和３年度から支給範囲が拡大
した。ひとり親で求職中の方等
への周知・案内等を行い、就労
へ繋げていく。

推進 こども課

4-11-26 91 児童扶養手当の支給
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。

支給人数
199人
支給額

84,979千円

195人
85,360千円

Ａ

年一回実施している現況届時
に、家庭や就労等の悩み事を傾
聴し、就労支援等の情報提供を
行い支援に繋いだ。

児童扶養手当認定時や現況時の
面談を通じて、一人ひとりに応
じた支援等を案内する。

推進 こども課

4-11-26 92
ひとり親家庭等の医療費
の助成

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。

助成件数
5,517件

助成件数
4,868件

Ｂ

ひとり親家庭における保護者が
担う役割は重く、所得制限によ
り判断されるものではない。現
行の制度では、医療費を受けら
ない家庭があることが課題であ
る。

子どもたちの健やかな育ちを保
障するために、ひとり親家庭等
の医療費助成の対象者を拡充す
ることが求められる。

推進 こども課

4-11-26 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
活動の推進を図るため、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
ンター利用料を助成します。

サポート券
発行人数

16人
8人 Ｂ

サポート券を発行しても実際の
利用につながっていない現状が
ある。一方で便利に利用されて
いる方もおり、制度活用につい
ての周知が必要

利用対象者の数が少ないことも
あるが、ファミリー・サポー
ト・センターの制度周知とあわ
せて、利活用を呼び掛けてい
く。

推進 こども課

4-11-26 94
ひとり親家庭の高校生通
学定期券補助事業

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。

助成件数
193件
助成額

2,096千円

24件
346千円

Ａ （経過措置分） 推進 こども課

4-11-26 95 ひとり親家庭入学祝い金

小学校、中学校、高等学校に入学する
児童を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。

支給件数
88件

支給額
3,480千円

31件
1,550千円

Ａ （経過措置分）  推進 こども課
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○南砺市子ども・子育て会議条例 

平成 25 年 9 月 26 日 

条例第 37 号 

(設置) 

第 1 条 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 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 20 人以内で組織する。 

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、補欠の委員

の任期は、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。 

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 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。 

(庶務) 

第 7 条 子ども・子育て会議の庶務は、南砺市教育委員会教育部こども課にお

いて処理する。 
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参考資料２   



 

 

(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、最初に委嘱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。 

附 則(平成 27 年 3 月 20 日条例第 5号) 

この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 28 年 3 月 18 日条例第 7号) 

この条例は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

【参考】 

○子ども・子育て支援法 

（平成二十四年八月二十二日） 
（法律第六十五号） 

（市町村等における合議制の機関） 
第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理す

るため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 
一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定

する事項を処理すること。 
二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定

する事項を処理すること。 
三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定す

る事項を処理すること。 
四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画

的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 
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