
部　方　針　書 1

H27～
基本目標２
ひとを育む

5 64
宇部市子育て支援施設
基本構想

計画期間
前期実行
計画分類

№ 計画名 計画期間 № 計画名

基本目標２
ひとを育む

2
第2期宇部市子どもの貧
困対策推進計画

R4～R6
基本目標２
ひとを育む

年度 部名 部長名

R4 こども未来部 谷山　幸恵

1　部の経営方針　部全体を俯瞰したマネジメントの目標

前期実行
計画分類

第2期宇部市子ども・子
育て支援事業計画

R2～R6 R4～R6
基本目標２
ひとを育む

計画期間

1

2　部が所管する主な個別計画　　前期実行計画に掲げる施策に関連する特定分野における計画

№ 計画名
前期実行
計画分類

3
第2期宇部市保育実施計
画

Ｎｏ

1

2

3

7

項目（業務、組織、人材等に関するマネジメント目標ごとに記載）

「子育てするなら宇部市」、「妊婦応援都市」のいずれもが、市民はもとより市外に向けても浸透するように、職員の知恵と力、そして外部との連携や共創による力を結集して、第5次総
合計画前期実行計画に掲げる「子ども未来応援プロジェクト」を職員の総意と総力をもって推進する。

市民ニーズを汲み取り、直接的な支援に結びつけることができる部署であるため、世の中の動きや市民の声に常にアンテナを張り、課題を見つけ、解決策を考え、未来を担う子ども
たちが幸せになれる方策を、公平公正な視点で考えていけるよう働きかける。また、業務の遂行に当たっては、俯瞰してみることの大切さを呼び掛け、市民目線を意識して、内容、コ
スト、対応、配慮など、受け手の立場に立って考えるよう促す。
ウィズコロナの状況下、突発的な業務が多く発生するため、日頃から、業務を効率よく行えるよう、常に業務改善と柔軟な人員配置を念頭に置きながら、ICTの活用や外部委託、事務
事業の廃止・縮小等を進めるよう検討を促す。また、何を根拠に何のために誰のための仕事をしているのか、どんな成果を求めたいのか、改善の余地（時間・コスト）はないか、そもそ
も必要性があるのかなど、仕事が単なる作業に留まらないよう、深堀りして考える癖をつけることを働きかける。

朝夕の挨拶や感謝や労いの言葉がけなど日頃からのコミュニケーションを大切にして、部下から相談をしやすい環境づくりに努め、相談に対する意思決定は迅速に行うことで、仕事
を円滑に進められるよう取り組む。

4
部内に多くの契約事務があることから、職員全員が法令順守の意識を高め、適正な事務手続きが行われるよう、部内でのチェック体制を強化する。また、契約した事務事業が適正に
執行されているか、確認を怠らず、検証と改善に取り組む。

5
子どもたちの命を預かる保育職場を含むため、日々のヒヤリハットを教訓に常に最悪の事態を想定して、危機発生時に適切な対応ができるよう、事案ごとに問題点と課題解決策を検
証して共有する。また、事件・事故発生時の第一報を徹底する。

6
心身のバランスを崩した職員がいないか、表情や話し方などでチェックし、声掛けや直属の上司への注意喚起を行う。時間外勤務の前年度比縮減や休暇の前年度比取得日数の増
加を呼びかけ、ハラスメントもメンタルヘルス不調もない、職員が職務に専念できる職場づくりを目指す。
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課　方　針　書 2

課の果たすべき責務、存在理由

1　課の使命

SDGs

　安心して子どもを生み育てられる環境の整備を進めるため、児童養育に関する手当や子どもに係る医療費助成等で子育て世帯へ経済的支援を行い、「子育てするな
ら宇部」といわれるまちづくりを目指す。
　子どもが健やかに育つ環境整備を進め、ひとり親家庭への就労や養育費確保への支援、子どもの居場所づくり、学習支援、ヤングケアラーへの対策などで子どもの貧
困を解消する。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

年度 課名 課長名

R4 こども政策課 民谷　有弘

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

1
子どもに係る医療費の助成
［小中学生の医療費の無償化］

第五次総合計
画

R4
全小中学生の
医療費の自己
負担の無償化

所得制限による
自己負担あり

全小中学生の
医療費の自己
負担の無償化

子育て世代への経済的支援により、宇部市で子どもを育て
たくなる

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

ヤングケアラー
に関する周知啓
発、実態把握

ヤングケアラーへの支援の実施により、困難が解消し、子ど
もたちが幸せになる

3
子どもの貧困対策の推進
［学習支援に参加する小学生の児童数］

第五次総合計
画

R8 本格実施 ―
参加児童

20人／箇所
（試行）

学びの楽しさを体験し、学習習慣を体得することで、将来、
自立することができる

2
子どもの貧困対策の推進
［ヤングケアラーに関する周知・啓発］

第五次総合計
画

R6
支援体制の確
立

―

100%
貧困の世代間の連鎖を防止することで、将来、自立すること
ができる

5
ひとり親家庭の自立支援の推進
［養育費の取り決めをしている世帯の割合］

第五次総合計
画

R4

養育費の取り決
めをしている世
帯の割合の増
加

31.70%

養育費の取り決
めをしている世
帯の割合の増
加

ひとり親家庭の生活が安定し、子どもの生活環境が向上す
ることで、子どもが健やかに成長できる

4
子どもの貧困対策の推進
［学習支援に参加した中学生の高校進学率］

第五次総合計
画

R4 100% 94%
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課　方　針　書 3
R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

6 子育て支援施設の充実
［乳幼児一時預かりの年間利用者数］

第五次総合計
画

R8
子育て拠点施設

の利用者数
70,000人

子育て拠点施設
の利用者数

36,545人

乳幼児一時預
かりの利用者数

400人

乳幼児の保護者の子育ての負担が軽減されることで、宇部
市で子どもを育てたくなる

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

子育て拠点支援
施設の概要決
定

先進的な学びの提供や子育て支援の充実により、未来を担
う子どもを中心とした、活気あるまちづくりができる

8
SDGsの推進
［「せかい！動物かんきょう会議」を開催する
小中学校数］

第五次総合計
画

R8
750人
（12校）

7校 8校
SDGs視点に立った多様な発想・行動によって課題解決に向
け主体的に取り組む人材が育成される

7
子育て支援施設の充実
［子育て支援拠点施設の整備］

第五次総合計
画

R8
子育て拠点施設

の利用者数
70,000人

子育て拠点施設
の利用者数

36,545人
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課　方　針　書 4
3  共創･連携に向けたステークホルダー

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

R4年度目標

R4年8月1日から子ども医療費助成制度の所得制限を撤廃し、全小中学生の医療費の自己負担を無償化
210,386 全小中学生の医療

費の自己負担を無
償化うち一財 201,300

民生委員・児童委員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、ケアマネジャー、教育委員会、各小中学校、福祉・医療機関、子ども食堂

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

1

子ども医療費助成事業
子どもの医療費を気にすることなく、安心して医療機関を受診できることで、疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健やかな育
成を図る。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円)

11月 12月 1月 2月 3月

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

うち一財 3,144

事業スケジュール

2

子どもの貧困対策の推進
子どもの貧困対策、子どもの居場所づくりを推進していくためには、関係者のネットワークづくりが必要。中学2年生のアンケートから、毎
日2時間以上、兄弟の世話をすると答えた生徒が6.6%いるなど、本市においても一定数のヤングケアラーが存在すると想定される。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・困難を抱える子どもたちの支援に必要なネットワークの構築
・ヤングケアラー研修会等による周知啓発や支援体制の構築

3,287 ヤングケアラーに関
する講演会の開催

4月

＜子どもの貧困対策推進事業＞

11月 12月 1月 2月 3月5月 6月 7月 8月 9月 10月

＜ヤングケアラー支援対策事業＞

●システム改修

●リーフレット作成

●事前通知送付
【報道発表】

●受給者証交付

●8/1診療分から自己負担無償化

●自己負担無償化後の検証（受診件数、医療費単価等）

●講演会の募集 ●ヤングケアラー講演会 【報道発表】 6/30 多世代ふれあいセンター

●県：実態調査結果公表
●支援策の検討

●受託者の募集（公募型プロポーザル）

●受託者の決定
●検討結果の取りまとめ●学校教育と子ども政策の連携に関する研修会

7/28,29

●関係課連携会議 ●関係課連携会議

●関係機関との意見交換会

●県：ヤングケアラー支援検討会議

●県：実態調査
●県：ヤングケアラー支援検討会議
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課　方　針　書 5

・生活保護、就学援助受給世帯等の小学生を対象に、1会場（定員20人）で学習支援を実施【新規】
・生活保護、就学援助受給世帯の中学生を対象に、6会場（定員16人）で学習支援を実施

12,080 学習支援事業に参
加した中学生の高校
進学率　100％うち一財 0

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

3,4

生活困窮世帯等の子どもの学習支援
アンケート結果から、生活困難層の小学生の12.9%、中学生の18.5%が学校の授業でわからないことが多い、またはわからないと答えてい
る。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

＜小学生＞【新規】

＜中学生＞

事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

11月 12月 1月 2月 3月

うち一財 10,155

5

ひとり親家庭の自立支援の推進
R3年度に本市のひとり親世帯に実施したアンケート調査では、「今の生活において、困っていることや不安なこと」の問に対し、回答の
トップが「自分の仕事や収入」であり、「養育費について」の問では「現在も受け取っている」と回答したひとり親は22.5%と少ない。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・母子・父子自立支援員によるひとり親家庭等相談窓口でのひとり親等への各種相談対応
・資格取得のために各種養成機関で修業するひとり親への経済的支援
・弁護士による養育費に関する法律相談、公正証書の作成等に係る費用の助成

31,875 養育費の取り決めを
している世帯の割合
を増加

事業スケジュール

12月 1月 2月 3月

＜各種相談対応・経済的支援＞

＜養育費確保サポート事業＞【新規】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

●公募開始 ● プロポーザル審査

● 契約● 受講生募集

● 学習会開始（3月末まで）

● 小学校と状況等を協議

● 来年度の会場数等検討

● 受講生保護者

アンケート

●ひとり親家庭等相談窓口の実施

●自立支援教育訓練給付金事業、高等職業訓練促進給付金事業の募集

●ひとり親家庭アンケート実施 ●新年度事業検討

●ひとり親家庭のための

ガイドブック改訂

●法律相談開始 【報道発表】

●公正証書の作成等に係る費用助成開始

●関係機関との意見交換 （第1回） ●新年度事業検討 ●関係機関との意見交換会

（第2回）

●学習支援契約・申し込み開始

●ﾏﾅﾋﾞﾊﾞ開校（3月末まで）

●交流イベント開催 ●受験対策集中講習（3月末まで）

●進路調査

●成果の検証

●ひとり親家庭体験活動（野外） ●ひとり親家庭交流会（スポーツ）

● 受講生保護者

アンケート

●受託者の再公募

●成果の検証（３か年）

●周知チラシ発送 ●周知チラシ発送 ●成果の検証
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課　方　針　書 6

35,354 子育て支援拠点

うち一財 12,052 事業概要の決定

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

6,7

子育て支援拠点施設の充実
R3年度に実施した在園児保護者アンケートでは、「保育園で新たに取り組むべきとこと」の問に対し、38.5％が「一時預かり事業」と回答
しており、乳幼児の保護者の子育ての負担軽減のため、リフレッシュや買い物等、理由を問わずに乳幼児を預けられる場所が必要とさ
れている。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・乳幼児一時預かり事業を市子育てサークル１か所（こどもすくすくプラザプレイルーム）でモデル実施
・旧山口井筒屋宇部店の利活用計画の進捗にあわせて、子育て支援拠点に整備する機能等について計画を策定

1月 2月 3月

＜乳幼児一時預かり事業＞

＜子育て支援拠点の整備＞

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

8

こどもSDGｓ推進事業
R4年度は、新規に中学生の授業に対応したプログラムを実施する。R3年度に実施した学校・学童保育の指導者への事後アンケートで
は、18名のうち12名が実施してみて「とてもよかった」、18名が「継続して開催したい」と回答しており、受講した子どもたちのSDGｓへの理
解が深まった。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・「せかい！動物かんきょう会議」を実施することで、小中学生のSDGｓへの理解を深め、広い視野に立った多様な発想や行動ができる
人材を育成
・SDGｓをキーに「動物×子ども×若者」をすすめるため、大学生、短大生のインストラクターを養成

4,000 参加小中学校

4月 11月 12月 1月 2月 3月5月 6月 7月 8月 9月 10月

うち一財 0 8校

事業スケジュール

●補助金要綱制定

●事業実施 【報道発表】

●成果の中間検証

●参加校募集開始

●教室プログラムの開催時期・内容検討
教室プログラムの開催

●成果の検証

●インストラクター養成講座（大学・短期大学）

●全体会議

●動物園プログラムの開催

教室プログラムの中間検証

●成果の検証

●関係課連携会議

要求水準書（案）の作成
事業候補者との意見調整

●諸室整備条件の整理 ●諸室の使用料の検討、窓口・事務室の検討

募集要項の策定

●特別委員会 ●特別委員会 ●特別委員会 ●特別委員会 ●特別委員会

6 



課　方　針　書 7

課の果たすべき責務、存在理由

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値

年度 課名 課長名

R4 こども支援課 明徳　義和

1　課の使命

SDGs

　妊娠・出産から子育てに係る不安や負担感を軽減し、各家庭が安心して子どもを生み育てることができる環境を整備する。
　また、児童虐待など主に要保護児童等について、子どもの安全・安心を守るため、関係機関と連携して児童虐待予防、早期対応、再発防止を図る。

R3年度末の
実績見込値

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

児童虐待等の未然防止や早期発見、迅速な対応、支援に
より、児童が健全に育つことができる。

1
妊娠・出産・子育てへの

切れ目のない支援の実施
（妊娠7か月時面接対応率）

第五次総合計
画

R8 100% 99.9% 100%

出産前に妊婦全員と面接することで、出産・育児に対する不
安の解消や、ハイリスク妊婦を必要な支援、サービスにつな
げることができ、市民が安心して子どもを生み育てることが
できる。

2
児童虐待防止対策の強化

（要支援対象児童等に対する支援実施率）
第五次総合計
画

R4 100%
100％
（261人
/261人）

100%

3

4

5

7 



課　方　針　書 8
3  共創･連携に向けたステークホルダー

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

福祉・医療機関、幼稚園・保育所、教育委員会、小中学校、民生委員・児童委員、児童相談所、警察、配偶者暴力相談支援センター、母子保健推進協議会等

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

妊娠７か月面接実施率

うち一財 15,313 100%

1

妊娠・出産・育児支援事業
妊婦応援都市宣言R2.11月～事業実施。市内分娩施設がR3年に4か所から3か所に減少。子育て世代包括支援センターの相談者数は、
Ｈ28年度(1,389人）から約2倍（R2年度：2,888人）に増加。産後の支援を十分に受ける体制を整備するため、産後支援を強化する。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

妊婦応援都市宣言に基づく子育てを応援する街づくりを推進します。①子育て世代包括支援センターの機能強化・連携　②葉酸サポー
ト事業（栄養補助食品配布）の実施　　③産後ケア（訪問支援事業）の実施　④子育てサポート事業（産後子育て相談・交流の場の創出）
の実施

34,921

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

①子育て世代包括支援センターの機能強化・連携

●報道発表
●産婦人科医会報告

配布実施(多世代ふれあいセンター）

●産婦人科医会報告
●委託契約●

受託機関説明 ●事業の実施

●事業者募集 ●委託事業者決定

●事業の実施

●子育て世代包括支援センター（Ubeハピ）での相談・支援

定期のケース検討協議 支援評価（月末 1回実施）
●ヤングケアラーを含め重層的支援が必要な対象者への支援件数把握（ワンストップ窓口機能）

●重層的支援が必要な対象者
の連携について検証・評価

●11～12月妊婦応援都市推進周知活動

●中間評価

●中間評価

●実績報告
・評価・検証

●中間評価

●11～12月妊婦応援都市推進周知活動（葉酸啓発）

状況分析 ⇒ 効果検証（配布方法等の見直しなど検討）

●母子保健意見交換会（産婦人科医会）協議・報告

●母子保健意見交換会（産婦人科医会）協議・報告

●妊娠７か月時面接実施

②葉酸サポート事業の実施

③産後ケア（訪問支援事業）の実施

●中間評価

④子育てサポート事業の実施

●周知活動（市ウェブサイト・チラシ等）

●実績報告
・評価・検証

●実績報告
・評価・検証

■専門職相談会 ■母子交流会 ■関係機関会議 ■ピアサポーター研修会

8 



課　方　針　書 9

・児童虐待の早期発見、迅速な対応を図るため、関係機関や地域、民間団体等と連携を強化し、虐待の未然防止に取り組む。

・要保護児童対策地域協議会において研修会や講演会を開催し、支援者のスキルアップを図る。

当初予算額(千円) R4年度目標

18,034 支援実施率

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

要保護児童対策推進事業
　全国的に児童虐待相談件数が増加（H28年度：122,575件→R元年度：193,780件）している中、本市においても相談件数は増加（H28年
度：189件→R元年度：341件）している。関係機関や地域、民間団体等と連携しながら、未然防止や早期発見、迅速な対応を図る。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載）

うち一財 6,862 100%

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●ネットワーク協議会 役員改選確認 ●代表者会議 ●代表者会議

■実務者会議（研修会） ■実務者会議（研修会） ■実務者会議（研修会）■実務者会議
（ヤングケアラー講演会）

■実務者会議（講演会）

●支援者会議（毎月１回 年１２回開催）

●児童虐待防止推進月間（啓発強化活動）

●支援対象児童等見守り強化事業
・４月契約

●子育て短期支援事業
・４月契約

■定期連絡協議 ■定期連絡協議 ■定期連絡協議 ■定期連絡協議

●中間評価

■定期連絡協議 ■定期連絡協議 ■定期連絡協議 ■定期連絡協議 ■定期連絡協議

●事業効果検証 ⇒見直し・内容検討 ⇒来年度方針決定

●中間評価

▼虐待、ヤングケアラー等支援実施 こども政策課と連携

●実績報告
・評価・検証

9 



課　方　針　書 10

課の果たすべき責務、存在理由

年度 課名 課長名

R4 保育幼稚園課 上村　圭二

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

1
保育園の待機児童の発生防止
［1か月以上保育園の入園が待機となった児
童数］

第五次総合計
画

　待機児童の発生防止により、安心して、子どもを産み育て
られる。

R8 0人 1人

1　課の使命

SDGs

　多様化するニーズに対して、安心して子どもを産み育てることができ、子どもたちがすくすくとたくましく育つことのできるよう、未就学児の子育てに関する相談や、保育
等のニーズに適切に対応するとともに、市内の保育園や地域型保育事業、認定こども園や幼稚園等の幼児教育・保育環境の充実及び学童保育クラブの整備充実を図
る。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値

2 公立保育園施設整備方針の決定 個別計画

R3年度末の
実績見込値

R4年度末
の目標値

　公立保育園の適正配置により、エリアごとの需給調整がと
れる。

R6 方針の決定
西岐波保育園
の建替の決定

調査・検討

0人

3
特別保育推進事業の充実
［宇部市は子育てがしやすいと思う割合の向
上］

個別計画
　多様な保育ニーズに対応したサービスの提供により、安
心して子育てができる。

R6 向上させる
46.4%

（H30年度）
ニーズの充足

　学童保育の充実により、児童が健全に成長し、保護者が
安心して就労できる。

R4 85% 79.3% 85%

5

4
学童保育の充実
［学童保育クラブの総合的な満足度の向上］

個別計画

10 



課　方　針　書 11
3  共創･連携に向けたステークホルダー

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

宇部市保育連盟、各保育園等、宇部市私立幼稚園連合会、各幼稚園等、各学童保育クラブ、各小学校、教育委員会

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

待機児童数

うち一財 2,351 0人

1

待機児童対策推進事業
１か月以上保育園の入園が待機となった児童数（希望待機を除く）は1人、希望待機児童数は60人となっており（R3年度実績）、保育人
材の確保により、待機児童、希望待機児童の発生を解消又は抑制する。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

①関係機関と連携し、各種事業の実施により、保育士の確保を図る。
②エリア別保育ニーズを踏まえ、施設更新・定員等変更の調査・検討する。

4,586

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

5月 6月 7月 8月 9月 10月4月

●保育士実習講座（養成学校在学生）

●保育園現場体験会（中・高生等学生対象：夏季休暇中実施）

●合同相談・面接会（保育士・幼稚園教諭・学童指導員等）

●トライアル雇用（潜在保育士）【通年】

●保育コンシェルジュによる利用者支援【通年】（メール・リモート可）

●就職支援助成申請受付（～3月助成金交付）
（新卒・資格取得者）

●施設更新等協議機関の設置・開催【随時開催】

●エリア別保育ニーズ量調査

●施設更新等協議機関構成員決定

●施設更新・定員等変更予定調査

①保育士の確保対策

②エリア別保育ニーズに応じた施設更新等の検討

11 



課　方　針　書 12

うち一財 44,136 調査・検討

事業スケジュール

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・宇部市保育基本方針や宇部市保育実施計画を踏まえ、市内の保育需要への対応とともに、公立保育園の整備方針を調査・検討す
る。
・老朽化した西岐波保育園の整備を進める。

65,386 整備方針

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月2

公立保育園施設整備事業
公立保育園5園のうち4園は築40年以上経過しており、老朽化施設の更新による安心・安全な保育環境の確保とともに、一時預かり事業
など多様な保育サービスの充実を図る。

ニーズの充足
うち一財 28,644

事業スケジュール3

特別保育推進事業
R3年度に実施した在園児保護者アンケートでは、延長保育事業、一時預かり事業、障害児保育、医療的ケア児の受入れに対して51％
が取り組んだ方がいいと回答しており、更なる推進が必要とされている。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・医療的ケア児の保育の周知
・私立保育園等への支援
・公立保育園での実施

46,616

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

●調査完了

●西岐波保育園基本設計入札・契約

●西岐波保育園地質調査入札・契約

●西岐波保育園敷地測量入札・契約

●障害児保育補助による私立保育園の支援

●延長保育補助事業による私立保育園の支援

●公立保育園施設整備方針の決定に向けての調査検討

●延長保育の実施

●障害児保育の実施

●一時預かり保育の実施

●医療的ケア児受入れ周知

●一時預かり保育補助事業による私立保育園の支援

●R5年度医療的ケア児新規入園申込の開始

●基本設計完成

●測量完了

●西岐波保育園建替に関する 検討会議（定期開催）

12 



課　方　針　書 13
目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

総合的な満足度

うち一財 192,573 85%

4

学童保育推進事業 R4年1月に実施した利用者アンケートでは総合的な満足度が79.3％であり、更なる保育の質の向上が必要とされている。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・学習プログラムなど保育内容向上の取り組み実施
・研修による指導員等の保育の対応の向上
・アドバイザー巡回による指導員等への支援

513,007

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●合同相談・面接会 ●指導員向け研修会●学習プログラム更新 ●次年度に向けた
運営説明会

●実施機関監査

●巡回アドバイザー定期訪問 ●巡回アドバイザー定期訪問（2回目）
●実施機関との意見交換会（3ブロック） ●事例報告会

（アドバイザー）
●巡回アドバイザー

●利用者アンケートの実施
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