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魚津市子ども・子育て支援事業計画魚津市子ども・子育て支援事業計画魚津市子ども・子育て支援事業計画魚津市子ども・子育て支援事業計画    

「「「「第第第第 6666 章子ども・子育て施策の推進章子ども・子育て施策の推進章子ども・子育て施策の推進章子ども・子育て施策の推進」進捗」進捗」進捗」進捗状況（状況（状況（状況（ＨＨＨＨ27272727 年度）年度）年度）年度）    

基本方針 1 教育・保育環境を充実する 

施策目標 11  多様な保育ニーズに応じた教育・保育の提供（P50） 

 

              

事業 内 容 担当課 

１ ★通常保育 

家庭や地域における子育て環境を踏まえ、

人との関わりや様々な体験ができる保育の

実践に努め、子育てを支援します。 

また、低年齢児保育ニーズの増加に配慮し

つつ、少子化の現状を踏まえ、必要に応じて

施設の統廃合を実施します。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施保育園数 全園 継続 全園 

２ ★延長保育事業 

認定を受けた保育時間を超えるニーズに

対応し、保育を実施します。 

需要があれば時間の拡大等について保育

園と調整を図っていきます。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施保育園数 10 園 12 園 10 園 

３ ★一時預かり事業 

幼稚園において、通常の教育時間後など

に、保護者の希望に応じて、預かり保育を実

施します。 

未就園児で保護者の就労形態により子育

てが断続的に困難になる場合、あるいは未就

園児で保護者の傷病等の場合などに、保育園

において一時的な預かりを実施します。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施園数 全園 継続 全園 

４ すこやか保育 

０歳児の健康管理のため、民間保育園にお

いて看護師資格を持った職員を配置します。 
こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施保育園数 5 園 継続 3 園 

具体的な取り組み 
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事業 内 容 担当課 

５ 地域活動事業 

保育園が持つ子育て支援の専門的機能

を地域住民に開放し、子どもや保護者と地

域住民との交流を促進します。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施保育園数 全園 継続 全園 

６ 障がい児保育 

専門機関と連携しながら、集団保育が可

能な障がいのある子どもの保育園におけ

る受け入れを行います。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

受け入れ保育園児数 
可能な園児全員

受け入れ 
継続 

可能な園児全員

受け入れ 

７ 広域入所 

魚津市外に居住する人についても、就労

状況にあわせ、柔軟な受け入れ体制を整備

します。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施保育園数 全園 継続 全園 

８ 休日保育 

保育園に通っている園児の保護者が日

曜・祝日に就労等のため家庭で保育ができ

ない場合に、保育を実施する休日保育につ

いて、今後実施を検討します。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施保育園数 0 園 検討 0 園 

９ ★幼児教育 

義務教育やその後の教育の基礎を培う

ものとして、幼稚園において子どもを保育

します。 

また、市内保育園の認定こども園化を検

討し、今後の教育ニーズに対応できる体制

を整備します。 

こども課 

学校教育課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施園数 2 園 9 園 2 園 
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施策目標２２  教育・保育の質の向上（P52） 

  

 

事業 内 容 担当課 

１ 保育士研修の実施 

県で実施している保育士研修について

情報提供を行い、参加を促進します。 
こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

研修参加促進 60％ 60％ 60% 

 

施策目標３３  多様な主体による教育・保育の実施（P53） 

  

 

事業 内 容 担当課 

１ 
★認定こども園への移行

支援 

認定こども園化についての情報収集・情

報提供を進めます。 

また、公立保育園の認定こども園化を検

討し、ノウハウの蓄積を図ります。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

移行保育園数(公立) 0 園 2 園 0 園 

移行保育園数(私立) 0 園 6 園 0 園 

 

施策目標４４  産前・産後の休業及び育児休業後等の保育サービスの円滑な利用への支援 

                                     （P54） 

 

事業 内 容 担当課 

１ 年度途中入所 

今後も継続して、すべての保育園におけ

る年度途中入所への対応を行います。 

定員の空き状況を把握し、受け入れ体制

が十分でない場合は、保育士配置の充実を

検討します。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施保育園数 全園 継続 全園 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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事業 内 容 担当課 

２ 利用者支援事業 

子どもと保護者の身近な場所において、

教育・保育施設や地域の子育て支援事業な

どの情報提供や必要に応じた相談・助言を

行い、関係機関との連絡調整等を実施しま

す。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施か所数 1 か所 1 か所 １か所 

 

基本方針２ 子育てを支える地域をつくる 

施策目標１１  地域における子育て支援の充実（P55） 

 

 

事業 内 容 担当課 

１ 
★地域子育て支援拠点

事業 

親子が一緒に遊ぶ場を提供するととも

に、子育てアドバイザーによる相談支援や

情報提供を実施します。 

健康センター 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施か所数 2 か所 2 か所 2 か所 

２ 育児サロン 

在宅家庭の子育ての不安や負担感の解

消を図るため、未就園児を対象とした育児

サロンを実施します。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施か所数 17か所 17か所 17か所 

３ マイ保育園 

妊婦や在宅でおおむね３歳未満の子ども

の保育を行う保護者が、保育園入所前から

登録保育園でのサービスを受けることが

できるよう、「マイ保育園」への登録を促

進します。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施保育園数 全園 継続 15園 
 

 

 

 

具体的な取り組み 
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施策目標２２  子育て支援のネットワークづくり（P56） 

 

 

事業 内 容 担当課 

１ 
子育て応援マップ・ 

ガイドブック 

マタニティや子育て情報を掲載した「子

育て応援マップ」、「子育て応援ガイドブッ

ク」を妊婦や転入者などに配布します。 

内容について毎年度見直しを行い、最新

情報の掲載に努めます。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

対象者・希望者へのガイ

ド・マップの配布 
継続 継続 継続 

２ 子育て応援サイト 

市ホームページにおいて、ライフステー

ジごとのイベントや、子育て施設マップな

ど、子育てに関する情報提供を行います。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

最新情報の提供 実施 継続 実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組み 
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施策目標３３  ボランティア活動の推進（P57） 

  

 

事業 内 容 担当課 

１ ボランティア情報 

魚津市社会福祉協議会内のボランティ

ア連絡協議会における、ボランティアにつ

いての情報提供を促進します。 

地域協働課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

情報提供件数 5 件 10 件 0件 

２ ネットワーク構築 

ボランティア連絡協議会と連携しなが

ら、ボランティア団体と情報交換をしま

す。 

地域協働課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

情報交換会実施回数 2 回 4 回    1回 

３ 読み聞かせボランティア 

図書館、学校で読み聞かせを実施する読

み聞かせボランティアの育成を図ります。 
図書館 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施回数 65 回 65 回    61回 

参加者数 1,000人 1,000人 1,243 人 

ボランティアの人数 32 人 35 人 32 人 

具体的な取り組み 
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基本方針３ 母と子の健康を支える 

施策目標１１  母親と子どもの健康の確保（P59） 

  

 

事業 内 容 担当課 

１ 
妊娠期からの保健・ 

医療支援 

妊婦と胎児の健康状態を確認し、的確な

健康管理と異常の早期発見を行います。 

妊婦の健康行動を支援し、必要な保健指

導を行います。 

健康センター 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

妊娠 11 週以下での妊娠の

届出率 
93％ 93％ 97.8% 

妊婦健診受診者数 292 人 250 人 292 人 

２ 乳幼児の健康診査 

乳幼児期の子どもの健康・発育・発達状

況を確認し、的確な健康管理と異常の早期

発見を行います。 

母親や家庭の育児負担を確認し情報提

供や助言を行い、必要な保健指導を行いま

す。 

健康センター 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

４か月児健診受診率 98％ 99％ 99.3% 

１歳６か月児健診受診率 99％ 100％ 99.3% 

３歳児健診受診率 99％ 100％ 99.3% 

３ 
★乳児家庭全戸訪問

事業 

新生児訪問や、こんにちは赤ちゃん訪問

（乳児家庭全戸訪問）を行い、母子の健康

状況の確認や情報提供を行い、育児不安軽

減を図ります。 

健康センター 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

乳幼児全戸訪問率 100％ 100％ 98.5% 

４ 
未熟児訪問支援事業・

養育支援訪問事業 

支援が必要な乳幼児を訪問し、適切な健

康管理と情報提供、指導・助言を行います。 
健康センター 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

未熟児訪問指導実施率 100％ 100％ 100% 

養育支援訪問率 100％ 100％ 100% 

具体的な取り組み 
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事業 内 容 担当課 

５ 
母子健康教育・ 

健康相談事業 

妊婦や乳幼児の母親や家庭が自ら健康

管理ができるように、講座や教室、各種相

談事業を行います。 

乳幼児の健康を確保するため、母乳育児

の啓発・普及に努めます。 

乳幼児のフッ素塗布事業、保育園でのむ

し歯予防教室を行います。 

健康センター 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

出産後１か月時における母

乳育児の割合 
97％ 98％ 98.9% 

むし歯のない子ども(３歳

児)の割合 
82％ 82％ 81.2% 

６ 
成人期に向けた保健事業 

妊娠出産に向けた保健事業 

中学生等が自らの身体を大切にし、将来

について考えられるように、赤ちゃんとの

ふれあいができる機会を提供します。 

また、不妊治療に取り組む夫婦への治療

費助成を行います。 

健康センター 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

赤ちゃんとのふれあい事業

実施 
実施 継続 実施 

不妊治療費助成実人数 40 人 40 人 51 人 

 

施策目標２２  小児医療の充実（P61） 

 

 

事業 内 容 担当課 

１ 
予防接種事業・ 

感染症対策事業 

国が定める定期予防接種を適切に実施

します。感染症に対する啓発と情報提供の

ため、チャイルドヘルスメールで医療や保

健、感染症についての情報を配信します。 

健康センター 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

予防接種率（ＢＣＧ） 90％ 96％ 96.6% 

予防接種率（麻しん・風し

ん混合２期） 
96％ 96％ 94.1% 

 

具体的な取り組み 
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基本方針４ 子どもの生きる力を育む 

施策目標１１  家庭や地域の教育力の向上（P62） 

  

 

事業 内 容 担当課 

１ 子育て講演会 

保護者が子育てについて再考する機会

となるよう、講演会等を開催します。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

就学時講演会の開催 12 回 5 回 8 回 

保育園・幼稚園での子育て

講座実施 
18 回 18 回 2回 

親学び講演会開催 2 回 2 回 1回 

２ ＰＴＡ活動 

家庭や地域における「教育力」の向上を

図るため研修会を実施します。 

学校教育課 

生涯学習・スポ

ーツ課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

研修会開催 
各校１回

以上/年 
継続 15 回 

施策目標２２  子どもの健全育成（P63） 

 

 

事業 内 容 担当課 

１ 公民館活動 

子どもから高齢者まで幅広い年代の人

が参加できる場として、地域の特性を活か

した交流の場を提供します。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

→地域協働課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

交流事業実施公民館数 13 か所 13 か所 13 か所 

２ スポーツ少年団 

地域におけるスポーツ活動を活性化す
るため、スポーツ少年団の育成、加入促進
を図ります。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

団体数 36 団体 36 団体 37団体 

団員数 900 人 1,000人 645人 

加入率 45％ 50％ 30.9% 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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事業 内 容 担当課 

３ 
総合型地域 

スポーツクラブ 

幅広い世代の人々が、様々なスポーツに

触れる機会や親しむ場を提供する総合型

地域スポーツクラブを育成支援します。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

地域数・拠点数 4 か所 4 か所 3 か所 

４ 児童センター運営事業 

子どもに健全な遊びを提供することに

より、子どもの健康・体力を増進し、自主

性、社会性、創造性を高めます。 

既存施設の有効活用がより図れるよう、

利活用方法を検討します。 

なお、こばと児童センターは、老朽化が

進んでいることなどから、小学校統廃合に

併せて廃止します。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

児童館数 5 館 4 館 5 館 

 

基本方針５ 子育てと仕事の両立を支える 

施策目標１１  雇用環境の整備及び啓発（P66） 

 

 

事業 内 容 担当課 

１ 地元企業啓発事業 

市広報誌や商工会議所広報誌等におい

て、ワーク・ライフ・バランス実現のため

の制度などについての周知・啓発を行いま

す。 

商工観光課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

広報誌等掲載数 1 回 1 回 1回 

２ 
多様な働き方に関する

情報提供 

企業を対象に、育児休業明けの短時間勤

務制度や、ワークシェアリングなど、多様

な働き方についての情報提供を進めます。 

商工観光課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

掲載メディア数 3 媒体 3 媒体 0回 

具体的な取り組み 



資料① 

11 

 

 

施策目標２２  家庭での子育て協力体制の構築（P67） 

  

 

事業 内 容 担当課 

１ 
男女共同参画 

推進啓発 

男女共同参画についての意識を醸成す

るため、男女共同参画に関する講演会等を

実施します。 

地域協働課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

講演会等の開催 5 回 7 回 5 回 

 
 

施策目標３３  子育てと仕事の両立を支えるサービスの充実（P68） 

 

事業 内 容 担当課 

１ 
★放課後児童健全 

育成事業 

保護者が就労などにより昼間家庭にい

ない場合などに、指導員のもと、小学生の

授業終了後や休業日の生活の場を提供し

ます。 

上学年の受け入れについて、児童、保護

者のニーズを踏まえ、受け入れ体制を整備

します。 

また、開所時間の延長について、検討し

ます。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施か所数 13 か所 16 か所 13 か所 

具体的な取り組み 
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２ 
放課後子ども総合プラン

の推進 

児童センターや学校・公民館で行われて

いる放課後児童クラブと放課後子供教室

が連携を図りながら事業を実施し、次代を

担う児童の健全育成を支援します。 

小学校統合が進んだ平成 31 年度には、

放課後子供教室を全小学校区に整備する

ことをめざします。実施にあたっては、こ

ども課と生涯学習・スポーツ課地域協働課

が協力のもと、放課後児童クラブの支援員

と放課後子供教室のコーディネーターが

連携し、プログラムの内容や実施日等を検

討しながら整備を進めます。 

こども課 

生涯学習・ 

スポーツ課 

→地域協働課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施か所数 11 か所 5 か所 11 か所 

放課後児童クラブと放課後

子供教室の一体型または連

携型実施箇所数 

6 か所 5 か所 7か所 

３ 
★病児・病後児 

保育事業 

病気の回復期の子どもが、まだ保育園・

小学校等に通えなかったり、保護者の都合

で保育できない場合に子どもを一時的に

預かります。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

実施か所数 1 か所 1 か所 1 か所 

４ 
★ファミリー・サポート・ 

センター事業 

育児の援助を行いたい人と援助を受け

たい人を会員として組織化し、相互援助活

動の紹介を行います。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

サービス提供会員数 20 人 20 人 25人 

依頼会員数 120 人 120 人 133 人 
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基本方針６ すべての親子の権利を守る 

施策目標１１  子どもの権利の確保（P70） 

  

 

事業 内 容 担当課 

１ こどもの権利委員会 

子どもの権利に関する施策の充実を図

り、子どもの権利の保障を推進します。 
こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

開催数 1 回 1 回 1回 

２ 子ども会議 

小・中学生によって組織される「子ども会

議」において、子どもの権利に関する内容

についての話し合いを行います。 

学校教育課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

開催数 １回以上/年 継続 1回 

３ 
「子どもの権利条例」の

周知・啓発 

平成 18年度から施行している「子どもの

権利条例」について、市広報誌などにおい

てその内容の周知・啓発を図ります。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

市広報誌掲載数 1 回 1 回 1回 

 

施策目標２２  児童虐待防止対策の充実（P72） 

  

 

事業 内 容 担当課 

１ 
要保護児童対策地域

協議会 

虐待防止ネットワークを強化し、関係機

関相互の連携を取り、児童虐待に関する情

報の共有と、早期発見・早期対応に努めま

す。 

代表者会議やケース会議を実施し、困難

事例への対応を進めます。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

代表者会議開催 1 回 1 回 1回 

実務者会議開催 3 回 3 回 3回 

個別ケース検討会開催 実施 継続 実施 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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事業 内 容 担当課 

２ ★養育支援訪問事業 

子どもの安定した養育を図るため、乳児

家庭全戸訪問事業や母子保健事業、関係機

関からの連絡等により、養育支援が特に必

要と判断した家庭に対し、保健師等が訪問

し、養育に関する相談・指導・助言や家事

援助等を行います。 

健康センター 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

養育支援訪問数(乳幼児) 20 世帯 20 世帯 32世帯 

養育支援訪問数(要支援妊

婦) 
11 世帯 11 世帯 4 世帯 

子育てを楽しいと思う割合

(１歳６か月児健診時アンケ

ートによる) 

97％ 97％ 99.3% 

 

施策目標３３  ひとり親家庭の自立支援の推進（P74） 

  

 

事業 内 容 担当課 

１ 
母子・父子家庭 

自立支援給付金事業 

ひとり親家庭の保護者が就職に必要な

資格を取得するために教育訓練講座を受

講する際、受講費用の一部を助成します。 

こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

対象者、希望者への個別相

談対応 
継続 継続 継続 

２ 児童扶養手当 

ひとり親家庭等に対し、手当を支給しま

す。 
こども課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

市広報誌・ホームページに

よる周知、個別相談対応 
継続 継続 継続 

３ 
ひとり親家庭等医療費

助成事業 

ひとり親家庭等に対し、病気やケガで医

療機関にかかった場合の医療費を助成し

ます。 

こども課 

計画期間における方向性 

H27 年度の状況 目標値 H27 H31 

市広報誌・ホームページに

よる周知、個別相談対応 
継続 継続 

継続 

具体的な取り組み 
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施策目標４４  障がい児施策の充実（P75） 

  

 

事業 内 容 担当課 

１ 療育相談 

知的障がい、発達障がいのある子どもを

持つ保護者に対し、相談支援や療育指導を

行います。 

社会福祉課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

相談件数 110 件 150 件 192件 

施設支援件数 15 件 20 件 35 件 

訪問支援件数 3 件 10 件 11件 

２ 児童発達支援 

障がいに応じた個別の専門的な療育を

受けられるよう、通所利用の障がいのある

子どもへの支援だけでなく、保育園等の通

常保育と併行して、児童発達支援センター

における療育を実施します。 

社会福祉課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

利用者数 13 人 15 人 8人 

３ 放課後等デイサービス 

学校授業終了後や休業日に生活能力の

向上のために必要な訓練、社会との交流の

促進など多様なメニューを設け、本人の希

望を踏まえたサービスを提供します。 

社会福祉課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

利用者数 33 人 40 人 34人 

４ 保育所（園）等訪問支援 

保育園等を利用中、あるいは今後利用する

予定の障がいのある子どもが、集団生活に

適応できるよう、障がい児施設で指導して

いる職員が保育園等を訪問し、訪問先のス

タッフに対して専門的な支援を行います。 

社会福祉課 

計画期間における方向性 
H27 年度の状況 

目標値 H27 H31 

支援件数 2 件 4 件 2件 
 

具体的な取り組み 


