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令和３年度事業の概要（施策の体系別） 

ア 計画の体系 

基本目標 
４ 子どもが健やかに育つ環境の 

 充実 
担当課 こども課 

基本施策 (1) 未来をひらく子育ち支援 

主な取組 
① 幼児教育・保育のカリキュラムの充実 
② 職員の人材確保と資質の向上 
③ 幼・保・小の連携 

 
イ 主な指標（達成度）【保育研修等の充実】 

内容（指標） 
目標値 

（令和6年度） 
R2 R3 R4 R5 R6 

達成度 

実績/目標値 

全国研修への参加 
県内研修への参加 

 12 人 

150 人 

 1 人 

 93 人 

5 人 
113 人 

人 

人 

人 

人 

人 

人 

 41.7% 
75.3% 

参考【保護者満足度】 

内容（指標） 目標値 － R3 R4 R5 R6 
達成度 

実績/目標値 

保育園ＩＣＴ支援シ
ステム「コドモン」 

利用満足度 
利便性満足度 

    
  

80% 
80% 

－ 

   
  

67.4% 
73.2% 

   %    %   % 

    
  

84.2% 
91.5% 

 
ウ 点検及び評価 

評 価 自然保育の導入や保育アドバイザーの全園巡回訪問を実施し、カリキュ

ラムの充実に向けた取組を進めている。保育園 ICT 支援システムの導入に

より、保護者の高い利用満足度を得たことや、保育士の事務時間の削減に

つながるなど、施策の効果があった。 
A 

① 子どもの主体性や自己肯定感を育み、好奇心や創造力を発揮させ自ら成長する力を

伸ばすため、自然保育を取り入れるカリキュラムを目指している。前年度に行なった

県外研修での学びを生かし、各園では登園後すぐに外に出て一人一人が自分のやりた

い遊びができるデイリープログラムを実践した。 

また、自然保育の取組について学びを深めるため、園長を対象とした管理者研修と

して、自然を取り入れた保育園の県内視察等を行い、今後の各園での取組のさらなる

推進について検討を行った。 

② コロナ禍における緊急連絡等の一斉配信や、保育士の事務効率化及び保育の質の向

上のため、保育園ＩＣＴ支援システム「コドモン」を 4 月から本格稼働させた。年度

末に保護者アンケートを実施したところ、利用満足度 67％、利便性満足度 73％の結果

が得られ、導入の効果が表れている。また、保育士が行っていた事務時間を 47％削減

することが出来、働き方改革を進めることができた。 

② 子どもの育ちのために必要な職員を確保していくため、保育士の処遇改善を行うと

ともに、会計年度任用職員の研修参加促進による資質向上と、フルタイム勤務の増員

に取り組んだ。 
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令和３年度事業の概要（施策の体系別） 

② 保育アドバイザーの取組を全園に拡充して巡回訪問を実施し、職員の資質の向上を

図った。 

③ 市内保育園等の施設は、地域の教育・保育施設として公私立園とともに重要な役割

を担っている。新たに公私立の幼保園長会を例月開催して連携を図ることとし、感染

症対策の情報共有や充実した幼児教育・保育に向けた意見・情報交換に努めた。 

③幼保小接続研修として、教職員と保育園職員合同研修会を行った。 

 

エ 主な事業  

事業名・目的 事 業 内 容 
事業費千円 

(予算額) 

①幼児教育・保育のカリキュ

ラムの充実 

 
：教育子どもの主体性や自己

肯定感を育み、好奇心や創

造力を発揮させ自ら成長す

る力を伸ばす。 

 

自然保育のカリキュラムの充実 

・先進事例の研修 

 R3 小矢部市認定こども園石動保育園

参加 19人 

(R2：福井県若狭保育園 参加 12 人) 

  

  

 

 

  

  

33 

(33) 
（

 

①子育て教室・講座 

 
：親子のふれあう時間を増や

し、親が子育てを学ぶ。 

各種子育て教室 

・親子教室の開催 

 2園 3会開催 

 45 人参加 

 

 

 

 

 

 

1,489 

(2,076) 
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令和３年度事業の概要（施策の体系別） 

②保育園ＩＣＴ支援システム

運用開始 

 
：保育士の働き方改革、保育

の質の向上を図るとともに 

保護者の安心感・満足度向

上を高める。 

保育園ＩＣＴ支援システム「コドモン」使

用料及び園内Wi-Fi環境年間保守業務委託 

・保護者の利用満足度  67％ 

・利便性満足度     73％ 

・保育士の事務時間削減 47％ 

  

 

6,269 

(4,950) 

 

 

 

 

②保育士・看護師等の確保 

 
：人材を確保し、より質の高

い保育を実施する。 

 

会計年度任用職員（フルタイム・パートタ

イム）の人材を確保 67 人 

457,334 

(463,922) 

 

②保育士研修 

 

：様々な研修会を実施し保育

の質の向上を図る。 

新人保育士・管理者研修や乳児保育・安全

対策等の研修、園内公開保育の実施 

・全国研修 3人、東海北陸研修 2人、 

県内研修 103人 

・市内公開保育実施園数 6園 

・市主催の各種研修 

管理者研修 5回開催    78 人参加 

新人保育士研修 4回開催 

276 人参加 

教育担当者研修 3回開催 36人参加 

  その他各種研修 16回開催 

           延べ 1,526 人参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

(97) 
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令和３年度事業の概要（施策の体系別） 

②保育アドバイザーの巡回訪

問 

 
：保育内容や指導方法、環境

改善等の助言・指導を受け、

職員の資質の向上を図る。 

保育アドバイザーによる全保育園の巡回

訪問の実施（大規模園 6 園×2 日、小中規

模園 6園×1日実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

(240) 

③幼・保・小の連携 

 
：就学前の育ちと学びをつな

げ幼児教育・保育の充実を

図る。 

 

各小学校において、幼・保・小連絡会を開

催し、幼稚園・保育園・認定こども園・小

学校の連携を進めるため、意見交換を実施 

・実施園数 12園 

・「幼児教育・小学校教育接続推進事業」 

合同講演会（会場：井波小学校） 

保育士 20 人参加 

小学校教員 20 人参加 

授業参観（会場：井波小学校） 

保育士 19 人参加、 

小学校教員 17 人参加 

予算計上 

なし 

 

オ 今後の取組と改善点  

① 自然を取り入れた保育カリキュラムについて、職員全体の共通認識が図られるよう

引き続き取り組んでいく。合わせて、南砺市子どもの権利条例（仮称）の理念を十分

理解し幼児教育・保育の充実に生かしていく。 

② 保育園ＩＣＴ支援システム「コドモン」の保護者アンケートや保育士の事務効率化

調査から見えてきた課題の改善に向け、コドモン委員会を設置し協議していく。 

② 引き続き子どもの育ちのために必要な職員を確保していくため、今後も会計年度任

用職員の資質向上を図り、フルタイム勤務の増員に取り組む。また、会計年度任用職

員の職種に国の制度である「子育て支援員」を新たに設け、保育に必要な人材確保に

努める。 

② 職員の資質の向上を図るため、保育アドバイザーによる助言・指導の取組内容を拡

充し、公立全 12園での巡回訪問に加えて、別途、役職別研修を実施する。 

② 自然を取り入れた保育方法を学ぶため、自然保育アドバイザーを委嘱し、園訪問に

よる環境の改善等の助言・指導を実施する。 

③  引き続き公私立園との連携を図り、市主催の研修機会の提供など市全体の幼児教

育・保育の充実に努める。 
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令和３年度事業の概要（施策の体系別） 

ア 計画の体系 

基本目標 
４ 子どもが健やかに育つ環境の 

充実 
担当課 こども課 

基本施策 (2) 子育てを担う家庭への支援 

主な取組 

① 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 

② 安心できる相談体制と子育て情報の発信の充実 

③ 子育てを支援する環境の充実 

④ 子育て家庭への経済的負担の軽減 

 
イ 主な指標（達成度）【子育て家庭への支援の充実】 

内容（指標） 
目標値 

（令和6年度）
R2 R3 R4 R5 R6 

達成度 

実績/目標値 

就労しながら

無理なく子育

てできると感

じる市民の割

合 

（南砺市市民意

識調査） 
 70.0% 62.1% 65.2%   %   %   %  93.1% 

（公立保育園保

護者アンケート）
 70.0% － 79.9%   %   %   % 114.1% 

 
ウ 点検及び評価  

評 価 受け入れ枠の十分な確保や保育料等の軽減、職員の処遇改善など、安定

的な園運営を行いながら保育サービスの提供を行っている。また、ＳＮＳ

を活用した相談体制を整え、利用者数も伸びた。 A 
① 保育園・認定こども園等において、公立・私立の教育・保育施設が連携して受入枠（提

供量）を確保し、待機児童ゼロを維持。コロナ感染拡大防止のため、一部の園では休園

措置となったが、エッセンシャルワーカー等の保護者に対し休園対応保育室を実施する

など、感染拡大防止を行いながら保育サービス提供体制を維持するよう努めた。 
① 園児数の減少等により私立認定こども園・保育園への施設型給付等の運営費が減額

となったが、新型コロナウイルス感染症対策のための物品・備品購入費用の援助、職

員の処遇改善補助金など、安定的な園運営の支援に努めた。   
②③  子育て情報のプッシュ通知、職員との１対１の相談、交流掲示板などの機能を有

した子育て支援アプリ「なんと Hug(ハグ) 」の本格稼働を開始した。アプリダウンロ

ード数 1,063 件、アカウント登録数 392 人、相談利用者数 118 人、相談件数 243 件の

利用があり、出産から子育てへの切れ目のない支援、コロナ禍でも安心できる子育て

支援体制の充実に取り組んだ。また、子育て支援センターの利用についても、はじめ

ての利用者や妊婦、祖父母などを対象とした講座や相談会を実施し、幅広いニーズへ

のサービス提供を行った。 

③ 「なんとみらい文庫」（中央図書館との共同事業）を拡充し、全保育園に加え児童館

においても実施した。 
③ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に努めながら児童館・児童センターおよび

放課後児童クラブの運営管理を行い、子どもたちにとっての安心安全な居場所の確保

と子育て家庭を支援する環境の充実に努めた。 
③ 令和 4 年度中の制定を目指す子どもの権利条例づくり事業について、条例策定委員

会とワーキンググループを設置し、条例づくりに本格的に着手した。策定委員会２回、
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令和３年度事業の概要（施策の体系別） 

ワーキンググループ３部会を各 4 回開催し、条例の素案を作成。教職員や保育士など

子育てに関わる方々をはじめとする市民を対象に、素案に係る第 1回意見募集を行い、

寄せられた意見を条例素案に反映した。また、普及啓発活動の一環としてリレーショ

ンシップほくりく等のイベント開催や、市ＰＴＡ連絡協議会の理解協力を得て市内小

中学校で子どもの権利に係る説明会を行うなどの普及啓発活動に努めた。 

④ ３歳～５歳児の副食費及び０歳～２歳児の保育料について、市の独自軽減として第 

３子以降の無償化、多子世帯軽減、三世代同居世帯軽減を行った。 
④  子どもの成長過程における経済的負担の軽減を図るため、中学生以下の医療費全額

助成を実施。高校生を養育する低所得の子育て家庭に対しても医療費の自己負担分全

額助成と通学定期券購入費の半額助成を行った。また、令和 3年 10 月からひとり親家

庭等医療費助成について、所得制限緩和により対象を拡大し、対象世帯の負担軽減を

図った。 

 

エ 主な事業 

事業名・目的 事 業 内 容 
事業費千円 

(予算額) 

①施設型給付の支給  
 
：私立園の質の高いサービス

の提供を支援する。 

私立保育園・認定こども園に対する運営費

の給付 
318,429 

(318,699) 

 

①地域子ども・子育て支援事

業 
 

：特別保育サービスの充実を 
図る。 

子ども・子育て支援事業計画に従って実施

する事業 
・一時預かり事業 利用者数 2,680 人 

・延長保育事業   利用者数 620人 

・病児保育事業（病児・病後児・体調不良児対応） 

  利用者数 1,072 人 (R2：2,783 人) 

40,526 

(44,296) 

①子育て支援センター事業 
（子育て交流サロン事業、 
子育て親育ち応援事業） 

 
：親子の交流の場や子育て関

連情報を提供し、家庭で子

育てをしている保護者を支

援する。 

子育てに関する相談や講習等を実施 
・祖父母講座：1回開催、参加者数 

・ハッピーセブン（７ケ月の乳児対象） 

8回開催、参加親子数80組 

・はじめましての日 

（はじめての利用者対象） 

 12 回開催、参加親子数 108組 

・子育て支援センターの土・日曜日開所 

（各 1か所）：利用親子数延べ 907人 

（R2：2,783 人) 

49,620 

(51,417) 
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令和３年度事業の概要（施策の体系別） 

②③子育て支援アプリシステ

ム運用 
 
：コロナ禍であっても、子育

てにおける安心感の提供・

満足度向上を図る。 

子育て支援アプリシステム年間保守業務 
なんと Hug の運用開始 R3.5 月～ 

・アプリダウンロード数 1,063 件 

・アカウント登録数 392 人 

・相談件数 243件 

765 

(799) 

 

 

③施設・設備の維持・管理 
 
：保育園施設・設備の整備に

より子育て環境の充実を図

る。 

保育園施設・設備の更新 、修繕、保育備

品の購入  
27,685 

(11,930) 

 

③児童館指定管理 
 
：児童に健全な遊びを与えて

その健康を増進し、及び情

操を豊かにする。 
 
 

児童館・児童センター 4館 

利用者数 

17,317 人 
（R2：21,875 人） 

31,599 

(31,599) 

 

③放課後児童クラブ事業  
 
：小学校に就学している児童

であって、その保護者が労

働等により昼間家庭にいな

いものに、授業の終了後に

児童厚生施設等の施設を利

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。 

市直営 4 クラブ、運営業務委託 5クラブ 

登録者数 437人、延利用者数 52,734 人 

（R2：442 人、47,542 人） 

41,832 

(42,585) 

 

③子どもの権利条例づくり事

業 

：子どもの権利条例の素案づ

くり、子どもの権利に係る

普及啓発、素案に係る意見

募集などの子どもの権利条

例づくりに向けた取組を推

進する。 

・策定委員会 2回 

・ワーキンググループ 3部会 各 4回 

 

 

 

 

 

 
・リレーションシップほくりく(R3.10.31） 

・先進地事例研修（R3.11.29） 

・条例素案に係る意見募集（R4.2.7～3.18） 

・ノベルティ作成配布 

(ﾁﾗｼ 1万枚,ﾉｰﾄ 4500部,ｸﾘｱﾌｧｲﾙ 5千枚) 

・学校説明会（市 PTA連絡協連携） 8校 

・普及啓発動画作成 2本 

2,558 

(3,098) 
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令和３年度事業の概要（施策の体系別） 

③なんとみらい文庫事業 
 
： 保育園での図書の貸し出し

を行い、家庭教育力の充実

を図る。 

中央図書館との共同事業 

・保育園 全 12園 

13,413 冊 

・児童館   3 館 

       31 冊 

予算計上 

なし 

 

 

 

④保育料軽減等による経済的

支援（歳入） 

：子育て家庭への経済的負担

の軽減を図る。 

第３子以降の保育料等無料化 

多子世帯（同時入園）の保育料軽減 

三世代同居する世帯の保育料軽減 

65,024 

(67,723) 
 

④こども妊産婦医療費助成事

業、養育医療給付事業 

：子育て家庭の経済的負担の

軽減を図る。 

医療費（保険適用分）の自己負担分を助成 

 こども医療（０歳～中学生） 5,451 人 

 妊産婦医療            102 人 

 養育医療※                     11 人 

※未熟なまま産まれた乳児の指定医療機関におけ

る入院医療費 

114,512 

(119,224) 

 

 

④子育て応援制度事業 

：子育て家庭の経済的負担の

軽減を図る。 

高校生通学定期券購入補助金 3,459千円 

高校生医療費助成      1,370千円 
4,829 

(6,250) 

 

オ 今後の取組と改善点 

① 市内私立保育園・認定こども園は、地域の教育・保育施設として公立園とともに重

要な役割を担っており、今後も受入枠の確保やコロナ禍における施設運営について連

携を行い、安定した幼児教育・保育の提供に努める。また、国や県の保育士等の処遇

改善措置の動向を的確に把握し、市として実施していく。 

②③  子育て支援アプリ「なんと Hug(ハグ) 」の利用率向上のため、母子保健事業など

の利用申込が可能となる機能や子どもの成長（月齢）に合わせた情報の提供ができる

などの機能拡充を図る。また、アプリ利用者を対象に、子育てに関するニーズ調査の

実施や利用者からの相談内容を分析し、子育てに関する事業の見直しを行う。子育て

支援センターについても引き続き、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。 

③ 児童館・児童センター、放課後児童クラブの運営管理については引き続き、感染症

拡大防止対策を徹底しながら、児童の安全安心な居場所として、子育てしやすい環境

づくりを支援していく。また、天候に関わらず、親子で気軽に遊ぶことのできる場所

の提供を目的に、市内児童館における日曜日親子ふれあい開館を試行的に行い、子育

て世帯からニーズの高い「身近な子どもの遊び場の提供」に係る検証を行う。 

③ 「大人も子どもも幸せに暮らせる南砺市」実現のため、市としての指針となる「子

どもの権利条例（仮称）」の令和 4年度中の制定を目指し、策定委員会・ワーキンググ

ループでの協議検討をはじめ、前年度に引き続き条例素案に係る意見募集を２回行い、

議会への条例案上程に向けて取り組む。 

④ 国・県の保育料軽減事業等の動向を適確に把握し、市の保育料・副食費の軽減を確

実に実施していく。 
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令和３年度事業の概要（施策の体系別） 

ア 計画の体系 

基本目標 
４ 子どもが健やかに育つ環境の 

充実 
担当課 こども課 

基本施策 (3)地域や企業における子どもと家庭への支援 

主な取組 
① 小規模多機能自治における子育て支援の充実に向けての支援 
② ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた理解促進と啓発 
③ 企業における子育てと仕事の両立への取組促進 

 
イ 主な指標（達成度）【子どもの居場所の充実、子育てと仕事の両立】 

内容（指標） 
目標値 

（令和6年度）
R2 R3 R4 R5 R6 

達成度 

実績/目標値 

地域主体の学童保育

実施数（とやまっ子さ

んさん広場・地区交流

センター等） 

11 カ所 7 カ所 8 カ所 カ所 カ所 カ所 72.7% 

なんと！やさしい子

育て応援企業認定数 
50 事業所 36 事業所 53 事業所 事業所 事業所 事業所 106.0% 

 
ウ 点検及び評価 

評 価 地域主体の学童保育（とやまっ子さんさん広場）の実施団体数が１つ増
え、子育て応援企業の認定事業者数は 17増となっており、事業の効果があ
った。 Ａ 

① 地域主体の学童保育である、とやまっ子さんさん広場推進事業では、計 8 カ所に対

し財政支援を行った。新規開設のアフタースクールあおむしは、令和 2 年度の子ども

の居場所づくり促進事業の取組から本事業での取組にステップアップされた。また、

コロナ禍の中、2団体が子どもの居場所づくり促進事業の取組を行い、地域における子

育て支援体制・環境の充実が図られた。 

② なんと！やさしい子育て応援企業に新たに 17社を認定、累計 53社となり、ワーク・

ライフ・バランスの実現に向けた理解の促進と普及啓発に努めた。また、認定企業か

ら５社を表彰し、その取組を広報等で紹介し、企業における子育てと仕事の両立に向

けた意識の醸成に取り組んだ。 

③ 子育てと仕事を両立できる環境づくりに取り組む事業所へのアドバイザー派遣事業

を 1事業所が受け入れ、育児と仕事の両立に向けた取組の充実が図られた。 
 

エ 主な事業 

事業名・目的 事 業 内 容 
事業費千円 

(予算額) 

①とやまっ子さんさん広場推

進事業 

 
：地域の力を活かした子育て

の新たな支え合いを推進す

運営補助 8団体（R2：7 団体） 

 子育て支援寺子クラブ、いのくち放課後

クラブ、北野子どもふれあい広場、五箇

山子ども広場、福野南部なかよし広場、

おがやサンサン広場、利賀子ども広場、

6,455 

(6,865) 
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令和３年度事業の概要（施策の体系別） 

る。 アフタースクールあおむし 

①子どもの居場所づくり促進

事業 

 
：地域のつながり強化、子育 

 ての孤立防止、子どもの健

全育成等を図る。 

運営補助 2団体（R2：1 団体） 

 吉江地域づくり協議会 

 北山田地域づくり協議会 

60 

(240) 

 

 

②なんと！やさしい子育て応

援企業認定事業 

 
：ワーク・ライフ・バランス

や子育てと仕事の両立に向

けた職場環境の取組を推進

する。 

なんと！やさしい子育て応援企業 

 新規認定 17事業所 ※累計 53事業所 

 （R2：8 事業所） 

 

 

 

 

260 

(260) 

 

②なんと！やさしい子育て応

援企業表彰事業 

 
：ワーク・ライフ・バランス

や子育てと仕事の両立に向

けた職場環境の取組を推進

する。 

なんと！やさしい子育て応援企業 

 表彰企業 5事業所（R2：5 事業所） 

 

22 

(22) 

 

 

オ 今後の取組と改善点 

① とやまっ子さんさん広場推進事業ならびに子どもの居場所づくり促進事業につい

て、主な実施団体となる地域づくり協議会への制度紹介を継続的に行うなどの普及啓

発に努め、新規開設につなげていく。 

② なんと！やさしい子育て応援企業の認定事業所数は順調に増えてきている。今後は

より一層のワーク・ライフ・バランスの実現や子育てと仕事の両立に向けた機運の醸

成を図るため、子育て応援環境づくりアドバイザー派遣事業の活用を重点的に呼びか

け、有識者によるアドバイスを受けることで、企業側の意識と行動変容につながる契

機としていきたい。 

②③ 商工企業立地課や南砺で暮らしません課などの関係課と連携し、市内事業所に向

けた効果的なアプローチやＰＲに努める。また、商工会などの関係団体に働きかけ、

イクボス宣言や、なんと！やさしい子育て応援企業などの効果的効率的な取組推進に

つなげていく。 
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ア 計画の体系 

基本目標 
４ 子どもが健やかに育つ環境の 

充実 担当課 こども課 

基本施策 (4) 配慮が必要な子どもと家庭への支援 

主な取組 

① 子どもと家庭への総合的な支援（拠点づくり） 
② 児童虐待対策の強化 
③ 児童発達支援の充実 
④ 子どもの貧困対策の推進 

 
イ 主な指標（達成度）【児童発達支援の充実】 

内容（指標） 
目標値 

（令和6年度）
R2 R3 R4 R5 R6 

達成度 
実績/目標値 

障がい児保育研修の
開催回数と受講した
保育士数 

10 回 

300 人 

11 回 

236 人 

11 回 

204 人 

回 

人 

回 

人 

回 

人 

110.0% 
68.0% 

保育園・認定こども
園巡回訪問延べ回数
と支援児童実人数 

60 回 

400 人 

48 回 

259 人 

53 回 

209 人 

回 

人 

回 

人 

回 

人 

 88.3% 
52.25% 

 
ウ 点検及び評価 

評 価 コロナ禍により障がい児保育研修は密を防ぐため受講者数は減少した
が、受講機会を確保し園内での情報共有を図ることで児童発達支援の充実
につなげた。また、子どもや保護者、地域社会の相談窓口としての周知が
進み、相談件数は増加した。実情に応じ訪問、面談の実施や各種教室・専
門機関につなぐことで継続した支援を行い不安等の解消が図られた。 

A 
① 子どもや子育て家庭、地域社会の相談窓口として、こども課や女性・こども相談室

をはじめ、健康課、保育園、小中学校、児童館、放課後児童クラブなどの関係機関と

連携を図りながら、必要な時期に適切な支援を行える体制づくりに努めている。 
② 令和 2 年度に南砺市要保護児童対策地域協議会で作成した「南砺市児童虐待防止・

対応マニュアル」を用いて、保育園、小中学校、民生委員児童委員協議会、地域づく

り協議会などへの配布・説明を継続的に行い、児童虐待に対する意識啓発に努めた。 
③ 発達に気がかりのある児童とその保護者向けの発達相談会や園児対象の集団支援教

室などを開催。臨床心理士の専門的な指導・助言を受ける機会を設けたり、「こどもの

えがおクリニック」への相談・受診につなぐなど、保護者に寄り添い、不安軽減を図

る支援を行った。 
④ 子ども家庭総合支援拠点の設置準備にあわせて、貧困等の多様かつ複合的な問題を

抱える家庭等に対し、市社会福祉協議会や税務、福祉、住宅、介護などの関係部署と

の情報共有など、より一層、適切な支援につながる体制づくりの推進を図った。 
 コロナ禍の影響への支援として、ひとり親世帯や低所得世帯への臨時特別給付金や

生活支援特別給付金など様々な経済的支援を実施した。 

 
エ 主な事業 

事業名・目的 事 業 内 容 事業費千円 

(予算額) 
①相談支援事業 
 
：育児や子どもの発達、児童
虐待など子育てに関するこ
とや、離婚、ＤＶなどの家
庭に関する問題や心配事な
どの相談に応じる。 

女性・こども相談室を設置し、各種相談員
を配置 
相談室の相談件数 延べ 603人 

(R2：560 人) 

8,703 
(9,736) 
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②④要保護児童対策地域協議
会 

 
：児童虐待の早期発見、早期
対応のため関係機関との連
携強化を図る。 

要保護児童の早期発見及び適切な保護や
要支援児童・特定妊婦などへの適切な支援
を行うため各会議を開催 
代表者会議     1 回(R2： 1 回) 
実務者会議     9 回(R2：10 回) 

 個別ケース会議   25 回(R2：53 回) 

140 
(158) 

 

③こどもの発達相談会 
 
：発達に気がかりのある子ど
もがあり家庭での育児に困
り感や不安を持つ保護者が
子どもの発達を学び、育児
力の形成につなげる。 

相談会の開催 
 7 回（14人参加）(R2：6 回、12 人参加) 
対象：在園児（年中・年長児が主） 

110 
(121) 

③集団支援教室 
 
：子どもの発達について同じ
ような悩みを持つ保護者同
士が集まって思いを共有し
家庭での関わり方を専門職
の助言により保護者を支援
する。 

集団支援教室「カンガルーひろば」の開催 
 8回（52人参加 ※1回中止） 

(R2：8 回、53 人参加 ※1 回中止) 
対象：発達に気がかりのある保育園在園

中の年長・年中児 

83 
(149) 

 

③ほめのび教室 
 
：保護者の気持ちに寄り添い、

不安軽減を図る切れ目のな
い支援と早期発見・早期療
育につなげる。 

育てにくい特性をもつ子どもへの対応や関
わり方を学び、子育ての悩みを共有し、育
児ストレスの軽減を図りながら保護者の
「子どもの育ちを支える力」を向上させる。 
１歳６カ月～４歳程度の児童を養育し、育
てにくさを感じている保護者が対象 
6 回（30人参加）(R2：6 回、16 人参加) 

72 
(90) 

 

③保育園巡回訪問 
 
：発達に気がかりのある園児 
の園での支援について助言 
等を行い、関係部署の情報
共有を図る。 

言語聴覚士が中心となり、こども課、教育
総務課、保健センターの専門職が全保育園、
認定こども園を巡回 
［訪問回数］ 
 6 回：6園、3回：3園、2回：3園 
 1回：2園    ※必要時随時対応 

予算計上 
なし 

 
オ 今後の取組と改善点 

①  子ども及びその家庭、妊産婦等を対象に実情の把握、様々な相談対応や調査等によ

り、必要なサービスを有機的につなぐソーシャルワークを中心とした機能を担う「子

ども家庭総合支援拠点」として「こども家庭相談室 スマイルなんと」を開設する。

拠点の相談機能を広く周知するため、市報、市 HP、なんと Hug、学校、保育園、民

生児童委員、地域づくり協議会等を通じた周知啓発や、子どもや保護者にカードやチ

ラシを配る等により、相談したい人に届くよう周知徹底に努める。 
②  児童虐待防止について対応マニュアルを活用し、子どもの権利保障の考えとあわせ

て普及啓発を図り、未然防止、早期発見・対応に継続的に取り組む。 
③  発達に気がかりのある子どもと保護者に対して、発達相談会等を通し支援を必要と

する児童の早期発見・早期療育につながる体制づくりに努める。また、南砺市こども

のえがおクリニックと連携し、個々の実情にあわせ保育園や学校等へ情報共有を図り

健やかな養育支援につなげる。 
④  貧困等の多様かつ複合的な問題を抱える家庭への支援は、要保護児童対策地域協議

会の各関係機関との連携や情報共有を図り、なんと Hug 等を活用しながら必要な支

援を受けられる体制を整えるよう努める。 
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