
黒部市子ども・子育て支援事業計画　事業の評価・方向性

基本目標
施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価

１　幼児教育・保育の
充実

幼児教育・保育の
充実

保育所・こども園・幼
稚園事業

こども支援課
・職員を適正に配置し、待機児童が発生しないよう対応できた。途中
入所の相談には保護者のニーズに適宜対応するよう努めた。

継続

【事業の概要】
職員の適正配置と教育・保育の質の向上により、待機児童が発生しないよう利用

ニーズに対応します。
【方向性】

職員の適正配置と確保に努め、待機児童が発生しないよう利用ニーズに対応しま
す。

利用者支援事業 健康増進課
妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談体制
を構築し、保健師等が専門的な見地から、様々な悩み等に円滑に対応
した。

継続

【事業の概要】
子育て中の親子や妊娠及びその配偶者が教育・保育施設や地域の子育て支援事業を

円滑に利用できるよう、市役所窓口で情報収集と提供を行い、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を行います。
【方向性】
　引き続き、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を実施します。

延長保育事業 こども支援課

・保育時間を延長して児童を預かり、安心して子育てができる環境整
備に努めた。
・19時まで（公立保育所2か所）20時まで（公立保育所1か所、私
立保育所5か所）

継続

【事業の概要】
保育認定を受けた子どもについて、通常の保育時間を超えて、保育所やこども園等

で保育を行います。
【方向性】

保護者の就労形態の多様化に伴い、保護者ニーズ等を把握し、延長時間や実施施設
の検討を行いながら子育て環境の充実に努めます。

放課後児童クラブ こども支援課

・施設の増築や環境整備により、利用児童数の増加に対応した。
・指導員の処遇改善（賃金の統一、年次有給休暇の付与、労災保険加
入）を図り、指導員の確保に努めた。
・保育に特別な配慮が必要な児童の対応について、各クラブが学校・
保育所等と連携できる体制を整え、受入れと適切な支援に努めた。

継続

【事業の概要】
労働等により昼間保護者が家庭にいない小学生に対し、放課後に適切な遊び及び生

活の場を提供し、その健全な育成を図ります。
【方向性】
　利用状況に対応した環境整備の充実に努めます。

運営マニュアルにより、適切な児童の育成支援とクラブの円滑な運営がなされるよ
う整備した上で、地区の実情に応じた活動を支援します。

子育て短期支援事業 こども支援課
市内には対応できる施設がないため実施していないが、児童相談所と
連携しながら、支援を要する家庭、児童について対応した。

継続

【事業の概要】
保護者の疾病等の理由により、家庭で養育を受けることが一時的に困難になった児

童について、児童養護施設等に入所させ、養育・保育を行います。
【方向性】

今後も、児童相談所と連携しながら、支援を要する家庭、児童について対応しま
す。

乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん
事業）

健康増進課
母子保健推進員が主に訪問し、支援の必要なケースについては保健師
や助産師が実施している。訪問の内容を関係者で情報共有し、適切な
サービスや乳幼児健診に繋げた。

継続

【事業の概要】
生後４か月までの乳児のいる家庭を母子保健推進員、保健師及び助産師が訪問し、

様々な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、助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス
提供を行います。
【方向性】

今後も、母子保健推進員及び保健師助産師が訪問し、情報共有や連携をすること
で、適切なサービス提供に努めます。

養育支援訪問事業 健康増進課

養育支援が特に必要とされた家庭に対する訪問支援をH29年度より実
施した。子育てへの不安や孤立感等を抱える家庭に対し、助産師や保
健師が訪問し、不安の解消や育児手技の確立のために必要な相談支
援、助言指導を行った。

継続

【事業の概要】
子育てに不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必要な家庭に対

して、子育て経験者等による育児・家事の援助又は保健師等による具体的な養育に関
する指導助言等を訪問により実施します。
【方向性】
　引き続き、支援が必要な家庭に対し、訪問支援を実施します。

地域子育て支援拠点事
業

こども支援課
親子の交流の場の提供、相談会や育児教室等を実施し、親子の触れ合
いや保護者の触れ合いや保護者の育児不安の解消等、精神的支援に努
めた。公立２か所、私立２か所（保育所併設）

継続

【事業の概要】
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、助言及びその他の援助を行います。
【方向性】

黒部子育て支援センターの（仮称）市民交流センター移転により、受入体制を拡充
します。

一時預かり事業 こども支援課
・預かり保育に必要な保育士を雇用し、受入体制を整え保護者支援に
努めた。
・公立保育所2施設、私立保育所５施設で実施。

継続

【事業の概要】
家庭での保育が一時的に困難となった場合や、育児疲れによる保護者の負担を軽減

する必要がある場合等に、保育所等において一時的に子どもを預かります。
【方向性】
　利用ニーズに対応した人員配置など体制整備に努めます。

１　家庭・地域における子ども・子育て環境の充実【重点目標】
事業概要および方向性

２　地域子ども・子育
て支援事業の充実

地域子ども・子育
て支援事業の充実

1



施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価 事業概要および方向性

病児・病後児保育事業 こども支援課

・H27年度に公立の病児・病後児保育室を開設。27年度末に医療機
関併設施設が廃止となり現在1施設。
・市民病院小児科と連携体制を整え、適切な保育・看護に努めた。
・各保育所、子育て支援センターに利用申請書等を配置するなど周知
に努めた。

継続

【事業の概要】
子どもが病気の際に、保護者が就労等により、自宅での保育が困難な場合、保育所

に付設された専用スペース等において、病気の子どもを一時的に保育します。
【方向性】

保育所併設施設として、医療機関と連携を図りながら安心して利用できる施設運営
に努めます。

フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー
ト・センター事業

こども支援課
毎年、協力会員向けに研修会を開催し保育の質の向上に努めた。
各種イベント等で事業の周知に努めた。

継続

【事業の概要】
乳幼児や小学生の児童を持つ保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けた

い者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡・調整を行います。
【方向性】

様々な保育サービスの一つとして各種団体等と連携を図りサービスの向上を図りま
す。

妊婦健診 健康増進課
・妊娠期及び産褥期の医学的管理及びメンタルヘルス支援を目的に、
妊婦一般健診、妊婦精密健診、産婦一般（～H30）、産婦健診
（H30～）を医療機関へ委託し実施した。

継続

【事業の概要】
赤ちゃんが順調に育っているか、母体に負担がかかっていないか等を確認するた

め、妊娠期間中14回の妊婦健診審査の助成を行います。
【方向性】
　引き続き、妊産婦の健康の確保のため、医療機関と連携し健康診査を実施します。

地域における子育
て支援

地域の宝誕生祝訪問事
業

こども支援課 － 新規
【事業の概要】

乳児のいる家庭を、民生委員児童委員等が祝い品をもって訪問し、地域で誕生を祝
うとともに、出産から育児まで切れ目ない支援・見守り体制をの整備します。

三世代同居・近居
の促進、孫守り世
帯への支援

三世代ハッピーホーム
サポート事業

こども支援課 － 新規

【事業の概要】
　・三世代同居・近居サポート補助金
　　新たに三世代同居・近居を始める場合に補助金を交付
　・三世代同居・近居リフォーム補助金
　　三世代同居・近居世帯が住宅のリフォーム工事を行う場合に補助金を交付
　・孫守り支援補助金
　　保育が必要な子どもを自宅で養育する祖父母世帯に補助金を交付

誕生祝金等による
育成支援

すこやかくろべっ子誕
生お祝い事業

こども支援課 － 新規

【事業の概要】
誕生祝金（第３子から。双子等は第１子から）を支給します。希望者には子どもの

名前をしオリジナル命名紙に毛筆筆耕し贈呈します。

児童センター事業 こども支援課
毎年4万人を超える利用者を維持することができた。
自然体験教室や親子体験講座など新規事業を活発に行い、利用者の満
足度向上に努めた。

継続

【事業の概要】
市内に東部、中央の２か所の児童センターを設置し、地域において子どもが安全に

過ごすことができる放課後の居場所を提供します。
【方向性】

イベント等の利用者ニーズを把握し利用者のさらなる満足度向上に努めます。施設
の老朽化に対して、費用対効果を的確に把握し効率的に改修を行います。

とやまっ子さんさん広
場推進事業

こども支援課
石田地区にて、地区振興会を中心に社会福祉協議会、主任児童委員等
が連携し小学生の放課後の居場所づくりとして石田さんさん広場の運
営をおこなった。

継続

【事業の概要】
地域の力を生かした子育ての新たな支え合いとして、地域住民との協働により、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ます。
【方向性】

同施設内で行っている放課後児童クラブと連携し、継続して放課後の居場所づくり
を進めます。

放課後等の子どもの居
場所づくりに係る事業
の再検討

こども支援課他 － 新規
【事業の概要】

保育の必要性の有無に関わらない子どもの放課後等の居場所づくりの観点から、放
課後児童クラブと放課後子ども教室等との一体的な実施について検討する。

子育てボランティアの
発掘､育成

こども支援課

・子育て支援センターにて、来所者主体で子育てサークル活動が行わ
れている。
・地区の保護者を中心に、児童クラブ活動が行われ、市全体での交流
や指導者の育成のため、市連合会の運営を行った。

継続

【事業の概要】
　地域での遊びや創作活動を指導できるボランティア育成や子育てサークルへの支援
を行います。
【方向性】
　引き続き、子育てサークル活動、児童クラブ活動の運営を支援し、運営の中心とな
る指導者やボランティアの育成に努めます。

放課後や週末等の
児童の居場所づく

りの推進

４　子どもの健全育成

様々な社会資源や
団体の連携による
児童健全育成の取

組み

３　多様な子育て支援
の充実

２　地域子ども・子育
て支援事業の充実

地域子ども・子育
て支援事業の充実
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施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価 事業概要および方向性

放課後子ども教室の開
催

生涯学習課

・子どもたちの安全・安心な活動場所を確保し、地域住民等の参画に
より、学習や様々な体験交流活動の機会を定期的・継続的に提供する
ことで、心身ともに健やかに育成される環境づくりを推進するため各
地域において曜室を開催した。
（平成30年度は、９校区で157回の教室が開催された。）

継続

【事業の概要】
公民館等を活動の拠点として、放課後や休日に小学生を対象とした「放課後子ども

教室」を開催し、様々な体験活動を提供するとともに、地域住民が指導を行うことに
より、地域のつながりの強化を図ります。
【方向性】

指導者の確保や教室の開催場所など地域と協力を図りながら、今後も活動の支援を
行います。

児童委員による児童健
全育成、児童虐待防止
活動の推進

福祉課
こども支援課

子どもに関する相談に乗り、必要に応じて専門機関を紹介するなど橋
渡しをおこなった。
（相談・支援件数　H27年度～H30年度　延べ2,143件）

継続

【事業の概要】
児童委員が、妊産婦やひとり親家庭をはじめ、子育て、虐待、いじめ等、子どもに

関する様々な心配ごとの相談に乗るなど、児童健全育成、児童虐待防止活動の推進を
図ります。
【方向性】
　引き続き実施します。

子ども食堂の実施の検
討

こども支援課 － 新規
【事業の概要】
　地域での子ども食堂の実施について、関係機関と連携し検討します。

幼児期の健やかな身体
の育成

こども支援課 － 新規

【事業の概要】
保育所や学校、家庭、地域において、外遊びの大切さを共通し認識するとともに、

安心安全な地域環境の整備、既存施設・事業の有効活用、人材育成等により外遊びの
機会を増やします。

地域における子育
て支援サービス等
のネットワーク形
成

保育の出前事業 こども支援課
地区の要望に応え、公民館、学校、児童センター等へ出向き、地域と
連携しながら出前事業を実施した。子育ての楽しさや喜びを伝えるこ
とができた。

継続

【事業の概要】
保育士等が公民館、学校、児童館等へ出向き、遊びの実演等を通して子どもとの関

わり方のポイント、子育ての楽しさや喜びを伝えます。
【方向性】

公民館、学校、児童センター等へ出向き、保育士の専門性を活かした遊びの実演等
を通して、地域の人々へ子育ての楽しさや喜び、関わり方のポイントなどを伝えてい
きます。

子育てに関する広
報の充実

子育て情報発信事業
こども支援課 出生届や転入の手続きに併せて「子育てガイド」を配布した。 継続

【事業の概要】
各種の子育て支援サービスについて、必要な方に十分周知されるよう「子育てガイ

ド」の作成・配布等によって情報提供を行います。
【方向性】

近年は冊子配布に加えスマートフォンで情報を求める保護者が多いため、インター
ネットでの情報の充実にも併せて努めます。

地域子育て世代間
交流の推進

子 育 て シ ニ ア サ ポ ー
ター事業

こども支援課他

子育てサポーターと保育所・こども園・幼稚園とが、各種行事や日常
の活動などで触れ合い、交流ができた。子どもたちに思いやりややさ
しさなどを感じられるものとなっている。子育てサポーターからも、
交流を通し笑顔が増えて元気になったという声が聞かれる。

継続

【事業の概要】
地域の高齢者の方が、地域の子育てシニアサポータ―として参画し、保育所、幼稚

園等の各種行事や日常の活動において、昔ながらの遊びなどを教えるなど、世代間交
流を深めながら豊かな子育て支援を進めます。
【方向性】

継続して、子育てサポーターと子どもたちとの世代間交流を通し、豊かな子育て支
援を進めていきます。更に様々な年代の方々と触れ合えるよう努めていきます。

子育て相談の推進 幼稚園・保育所の開放 こども支援課
登降園時の園庭開放等により、情報交換の場を提供することができ
た。また、未就園児とのふれあいを楽しむ中で、保護者相談に応じ、
安心感につなげるなど支援に努めた。

継続

【事業の概要】
登降園時に園庭や園舎の開放を行い、保護者同士の情報交換の場を提供するととも

に、地域の未就園児とのふれあいを楽しむなど、子育て環境の向上を図ります。
【方向性】

保護者同士の情報交換の場の提供、地域の未就園児とのふれあいなど継続して取り
組み、子育て支援をすすめていきます。

男女の出会いの推
進

独身男女出会いサポー
ト事業

生涯学習課

・結婚を希望する独身男女を対象に出会いと交流の場を提供するイベ
ントを開催することで、出会いのきっかけの一助を担い、カップルの
誕生と地域における結婚支援体制の充実を図った。
（平成30年度は、４団体が開催。14組のカップルが誕生。）

継続

【事業の概要】
独身男女の出会いのきっかけを提供し、少子化の要因の一つである未婚・晩婚の対

策を図るため、独身男女の出会いを創出するイベントを開催する実施主体に対する支
援を行います。
【方向性】

結婚を希望する独身男女から出会いの場の提供を求める声は年々高まっており、引
き続き、イベント開催団体には支援を行います。

４　子どもの健全育成

５　子育て支援のネッ
トワークづくり

６　交流事業

様々な社会資源や
団体の連携による
児童健全育成の取

組み

3



黒部市子ども・子育て支援事業計画　事業の評価・方向性

基本目標
施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価

母子健康手帳の交付 健康増進課
・妊娠届出、母子手帳交付時に、健やかで安心した妊娠、子育て期を
過ごすことができるよう、保健指導及び情報提供を行った。 継続

【事業の概要】
妊娠の届出があった人に対し、母子健康手帳の交付時に保健指導や育児に関する情

報提供を行います。
【方向性】

健やかで安心した妊娠期、子育て期を過ごすことができるよう、母子手帳交付を通
じ、切れ目のない支援につながるよう必要な支援を実施します。

妊婦健康診査の実施 健康増進課
・妊娠期及び産褥期の医学的管理及びメンタルヘルス支援を目的に、
妊婦一般健診、妊婦精密健診、産婦一般（～H30）、産婦健診
（H30～）を医療機関へ委託し実施した。

継続

【事業の概要】
医療機関へ委託し、妊産婦に対して早期からの定期的な健康診査を行い、医学的管

理、産婦のメンタル支援を含めた保健指導を行います。
【方向性】
　引き続き、妊産婦の健康の確保のため、医療機関と連携し健康診査を実施します。

妊婦歯科健診の実施 健康増進課

・医療機関へ委託し、希望する妊婦を対象に、妊婦歯科健診を実施し
た。
・妊娠中の口腔衛生の目的や歯科検診の必要性について、妊娠届出時
に妊婦へ説明し、妊婦歯科健診の周知を図った。

継続

【事業の概要】
医療機関に委託し、妊婦の口腔内の衛生状態を改善することにより、妊婦自身及び

乳幼児への予防歯科に対する意識を高めます。
【方向性】

引き続き、妊婦の歯科衛生の確保のため、医療機関と連携し健康診査を実施すると
ともに、妊娠期の歯科衛生の周知に努めます。

乳児健康診査(集団)の
実施

健康増進課
乳幼児健康診査の受診率は、約98％を保っている。
未受診者については、未受診理由及び児の状況把握に努めている。

継続

【事業の概要】
身体の異常の発見、順調な成長発達の確認、心身障害の早期発見、予防接種状況を

含めた保健指導を実施します。
【方向性】

児の順調な成長発達の確認、心身障害を早期発見していくため、事業を継続して実
施していきます。
未受診者の理由、状況把握に努めます。

むし歯予防フッ化物塗
布

健康増進課

１歳６か月より３歳６か月まで希望者に半年ごとに計５回のフッ化物
塗布を実施した。事業参加者には、塗布ごとに虫歯予防のパンフレッ
トを渡す、はがきによる日程案内を行い、継続したフッ化物塗布を行
えるよう努めた。

継続

【事業の概要】
１歳６か月以上４歳未満の希望者を対象に、むし歯予防に有効なフッ化物塗布を実

施することにより、幼児の健全な口腔の育成を促すとともに、歯科保健の意識の向上
を図ります。
【方向性】

幼児の健全な口腔の育成を促すために継続したフッ化物塗布を実施し、虫歯予防に
努めます。

予防接種の実施 健康増進課
・未接種者への接種勧奨を行い、接種率を保つことができた。
・定期予防接種の種類の追加に対し、接種対象者への周知、医療機関
との調整を図り、予防接種を受けやすい体制づくりに努めた。

継続

【事業の概要】
予防接種法に基づき、各種予防接種を実施するとともに、その広報及び啓発を進

め、子どもの健康の確保に努めます。
【方向性】

子どもの健康確保のため、引き続き、広報等による周知や医療機関との調整に努
め、予防接種を受けやすい環境を整備します。

妊産婦訪問及び乳幼児
訪問の実施

健康増進課

・個々の妊産婦の健康状態の把握、関係機関との連携に努め、訪問に
よる支援が必要な妊産婦に対し助産師、保健師等が訪問し、保健指導
等の必要な支援を実施した。支援結果について、必要に応じ関係機関
と情報共有し、その後の連携につなげた。

継続

【事業の概要】
妊産婦の健康状態に応じて、助産師、保健師が必要な保健指導を実施します。ま

た、乳幼児訪問指導では、育児不安を持つ保護者を訪問し、フォローアップや不安の
解消に努めます。
【方向性】
　妊産婦の健康状態の把握及び必要な訪問支援の実施に努めます。

新生児訪問の実施 健康増進課

訪問を希望する産婦及び新生児、及び医療機関から連絡のあった産
婦・新生児に対し、助産師または保健師が居宅を訪問し、産婦・新生
児の心身の状態及び養育状況の確認、必要な指導等を実施した。

継続

【事業の概要】
新生児保護者宅を訪問し、育児方法の具体的な指導、家庭での育児が適切に行われ

るよう訪問指導を実施します。
【方向性】

産後間もない時期において、産婦・新生児の健康の確保のために必要な訪問指導を
継続します。

２　母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進
事業概要および方向性

１ 子どもや母親の健康
の確保

乳幼児健診、新生
児訪問、保健指導
等の充実
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施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価 事業概要および方向性

こんにちは赤ちゃん事
業の実施

健康増進課
母子保健推進員が主に訪問し、支援の必要なケースについては保健師
や助産師が実施している。訪問の内容を関係者で情報共有し、適切な
サービスや乳幼児健診に繋げた。

継続

【事業の概要】
生後４か月までの乳児のいる家庭を母子保健推進員、保健師及び助産師が訪問し、

様々な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、助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス
提供を行います。
【方向性】

今後も、母子保健推進員及び保健師助産師が訪問し、情報共有や連携をすること
で、適切なサービス提供に努めます。

個別相談の実施

こども支援課（子
育 て 支 援 セ ン
ター）
健康増進課

発達・栄養・保育・歯科等の各種相談会を定期的に行い、育児不安の
解消に努めている。

継続

【事業の概要】
子育て支援センター等において、乳幼児の身体計測、個別相談を行い、育児不安の

解消を図ります。
【方向性】
　継続して相談を実施します。

パパママ教室 健康増進課
・パパママ教室（集団）において、家族で児を迎える準備や心構えに
ついて、また、必要な育児手技の獲得のための指導を実施した。
・必要なケースに対しては、個別指導を実施した。

継続

【事業の概要】
出産及び育児に関し、集団または個別に必要な指導や助言を行い、育児への父親や

家族の積極的な参加を促すことで、育児不安の軽減を図ります。
【方向性】

引き続き、家族で育児に関する適切な知識や方法を学び、育児不安の軽減が図られ
るよう、助言指導の場を設けていきます。

相談指導等の実施
乳幼児健診の場を活用
した相談指導等の実施

健康増進課

乳幼児健診の場で、子育て等に不安をかかえる保護者に対して、保健
師、臨床心理士、栄養士等が随時、相談指導を実施し育児不安の解消
を図っている。また、継続支援が必要な物には、個別支援をしてい
る。

継続

【事業の概要】
育児不安の解消等を図るため、乳幼児健診の場を活用して、保健師、臨床心理士、

栄養士等が保護者に対して相談指導を行います。
【方向性】

保護者が抱える育児等の不安に解消を図るため、乳幼児健診の場を活用した相談指
導を継続して実施していきます。

妊産婦メンタルヘルス
支援の実施

健康増進課

・新生児訪問や未熟児等訪問等において、エジンバラ産後うつ病質問
票等を用いたリスクアセスメントを実施し、必要な支援につなげた。
・把握した妊産婦の状況について、必要に応じ関係機関と情報共有、
連携を図り、健やかで安心した妊娠・子育て期を過ごすことができる
よう支援を行った。

継続

【事業の概要】
妊娠、出産、育児期にある女性の精神問題を早期発見し、母子が心身ともに健やか

に成長できるよう適切な支援を行います。
【方向性】

妊産婦の心身の状態の把握に努め、適切なアセスメントにより必要な支援へつなげ
ます。

乳児事後フォロー教室
の開催

健康増進課

保健師と理学療法士による専門的相談を行っている。発達の確認だけ
ではなく、保護者に対して実技指導や育児相談を行うことで、より健
全な発達が促されるよう支援した。また、フォロー内容や児・保護者
の様子は次回の健診に繋ぎ、切れ目ない支援となるようにした。

継続

【事業の概要】
健診や育児相談等で、乳児の運動発達を確認するとともに、保護者に対して実技指

導を行うなど、乳児の健全な発達を支援します。
【方向性】

引き続き教室を実施するとともに、児の発達が健全に促されるよう、関係機関とも
連携を図ります。

幼児事後フォロー教室
の開催

健康増進課

健診の事後フォロー教室として、月１～2回開催した。毎回保健師や
臨床心理士、作業療法士、専門相談員などが教室に参加し、幼児が健
全に発達されるよう重層的な助言や指導を保護者に行い、適切なサー
ビスや受診などに繋げている。

継続

【事業の概要】
幼児の発達に不安がある母親と経過観察が必要と判断した幼児を対象に教室を開催

し、保護者の関わり方に対して助言・指導を行うことで、幼児の健全な発達を支援し
ます。
【方向性】

引き続き教室を実施するとともに、児の発達が健全に促されるよう、関係機関とも
連携を図ります。

保育所歯科訪問 健康増進課
毎年、6月に母子保健推進員が保育所を訪問し、ペープサート劇に
て、虫歯予防の啓発を行った。毎年、ほぼ全保育所にて実施してい
る。

継続

【事業の概要】
　母子保健推進員が、市内保育施設等を訪問し、むし歯予防の啓発を行います。
【方向性】
　啓発媒体の見直しなど行いながら、今後も同様に行います。

むし歯予防啓発事業 健康増進課

アンケートを行うことで、対象となる保護者に対して、虫歯予防と栄
養について関心を持つことを促し、また、母子保健推進員という地域
での母子保健スタッフを身近に感じてもらい、母子保健において相談
しやすい体制づくりができた。

継続

【事業の概要】
1歳6か月～2歳までの児を持つ保護者を対象に、育児教室等において、幼児期の栄

養について母子保健推進員の聞き取りによるアンケートを行い、子どもの成長の喜び
などの自覚を促すとともに育児不安の軽減を図り、母性意識の向上と児童の健全な育
成を支援します。
【方向性】
　引き続き実施します。

自主活動 健康増進課
月1回の定例会を継続し、市内各地区での活動や訪問内容について情
報共有を行い、母子保健推進員が主体的に活動できるよう学びを高め
ることができた。

継続

【事業の概要】
母子保健における知識の普及や地域における妊産婦、乳幼児の育児支援のために必

要な情報を共有し、活動の充実に努めます。
【方向性】
　主体的に母子への関りや支援を行えるよう、定例会や研修会を行います。

１ 子どもや母親の健康
の確保

乳幼児健診、新生
児訪問、保健指導
等の充実

妊娠期から継続し
た支援体制の整備

母子保健推進員活
動
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施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価 事業概要および方向性

心の教室相談員配置事
業・ほっとスペース設
置事業

学校教育課

・適応指導教室に相談員１名、指導員２名を配置し、不登校児童生徒
の指導を行っている。学習や作業、体験活動や集団活動等を経験する
ことを通して、徐々にではあるが社会性や協調性を身に付けることが
できている。

継続

【事業の概要】
指導員を配置し、小中学校の不登校児童生徒に応じた生活習慣や社会性・学習指導

を行うことにより、学校への復帰支援を進めます。
【方向性】

発達障害のある児童生徒も増加しています。また、コンピュータを使った表現活動
を好む者もおり、今後は、学習環境を整えるとともに一人一人の実態に即した支援を
継続します。

スクールカウンセラー
活用事業

学校教育課

・友人関係で悩みを抱える児童生徒の面談を行い、支援を行うほか、
教育方法等について困っている保護者との相談も行った。
・不登校の児童について持続的に面談を行うことにより、児童の不安
軽減が図られ、登校につなげることができる等の事例もみられた。

継続

【事業の概要】
市内全小中学校にスクールカウンセラーを配置し、悩みを抱える児童生徒と面談す

るなど、適切な支援やアドバイスを行います。
【方向性】

学校と市教委の連携を密にしながら、今後も事業を継続し児童生徒の心の安定につ
なげます。

妊産婦医療費・子ども
医療費助成事業

保険年金課

妊産婦および子どもの医療費助成は、概ね計画どおり実施できた。
H27-H30助成延べ件数・金額（年平均件数・金額）
　妊産婦　   2,593件　  34,106千円（648件　8,526千円）

子ども 242,370件 495,321千円（60,593件 123,830千
円）
平成31年4月診療分からは、子ども医療費助成の対象年齢を中学3年
生から18歳到達後最初の年度末までに拡大し実施している。

継続

【事業の概要】
　妊産婦および乳児から中学３年生(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の医療
費を全額助成し、子育て世帯の経済的負担の軽減や、こどもの健康と福祉の増進を図
ります。
平成31年4月診療分より、子ども医療費助成の対象年齢を18歳到達後最初の３月31
日までに拡大します。
【方向性】
　子育て世帯の経済的負担の軽減やこどもの健康と福祉の増進のため、継続して事業
を実施します。

小児急患センターの実
施

新川医療圏小児急
患センター運営協
議会

感染症の流行の規模により利用者の増減はあるが、大学病院や医師
会、市民病院が連携し安定した運営を行った。

継続

【事業の概要】
大学病院や近隣市町医師会との連携を図りながら、新川医療圏小児急患センターの

運営に積極的に協力することにより、新川医療圏の小児救急医療の充実を図ります。
【方向性】

大学病院や医師会との連携を継続し小児急患センターの維持に努め小児救急医療を
支えます。

不妊治療の推進 不妊治療費の助成 健康増進課
H27より、助成を受けたものは増加している。
H28より、男性不妊治療への助成を拡大しており、助成の実績あり。

継続

【事業の概要】
　医療保険の適用がない高度な不妊治療費を助成することにより、子どもを望む夫婦
の相談や、治療に伴う経済的負担の軽減を図ります。
【方向性】
　治療に伴う経済的負担の軽減を図るため、引き続き事業を実施していきます。

不育症治療の推進 不育症治療費助成事業 健康増進課 － 新規

【事業の概要】
不育症検査または治療を受ける夫婦に対し、治療費を助成することにより、子ども

を望む夫婦の相談や、経済的負担の軽減を図ります。

離乳食指導 健康増進課
保健カレンダーや健診等で教室の周知を行い、６～７か月児、８～９
か月児を対象とした離乳食指導の教室を隔月で実施し、保護者が月齢
に応じた離乳食づくりを行えるよう支援することができた。

継続

【事業の概要】
離乳食の進め方や試食を通して、離乳食の形態、量、味付け等を指導し、保護者が

月齢に応じた離乳食づくりを円滑に行えるよう支援します。
【方向性】

保護者が発達段階に応じた離乳食づくりを円滑に行えるよう、引き続き事業を実施
していきます。

幼児期からの食育指導
こども支援課
学校給食センター

・食に関する指導やテーマに合わせた献立づくり、人気メニューの紹
介など、家庭や地域住民が関心を持つような給食の提供を行うことに
より、幼児期からの食育指導を進めた。
・「楽しく食べる子」を食育目標に掲げ、おいしくて栄養バランスの
整った給食と、個々に応じた離乳食、アレルギー対応食の提供に努め
た。
・野菜栽培や季節の行事食など、保育の大切な活動のひとつとして食
育に取り組んだ。

継続

【事業の概要】
食に関する指導やテーマに合わせた献立づくり、人気メニューの紹介など、家庭や

地域住民が関心を持つような給食の提供を行うことにより、幼児期からの食育指導を
進めます。
【方向性】
　家庭や地域と一緒に保育の大切な活動のひとつとして食育に取組んでいきます。
　年齢、体質に応じた食事の提供を行います。

学校給食訪問事業 学校給食センター
給食の会食を通して、児童、生徒との交流を図るとともに、学校給食
の様子の把握に努めるなど、学校給食の充実を図り、学校・給食セン
ターが連携して、子どもの｢食育」に努めた。

継続

【事業の概要】
給食の会食を通して、児童、生徒との交流を図るとともに、学校給食の様子の把握

に努めるなど、学校給食の充実を図り、学校・給食センターが連携して、子どもの｢
食育」を推進します。
【方向性】

給食の会食を通して、児童、生徒との交流を図るとともに、学校給食の様子の把握
に努めるなど、学校給食の充実を図り、学校・給食センターが連携して、子どもの｢
食育」の充実に努めます。

２　思春期保健対策の
充実

学童期・思春期の
心の問題に係る相
談体制の充実

３　小児医療の充実

小児医療の充実

４　食育の推進

発達の段階に応じ
た食育の推進

発達の段階に応じ
た食育の推進
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施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価 事業概要および方向性

学校訪問事業
学校給食センター
学校教育課

・教諭と栄養教諭が連携し、地域の伝統等に合わせた献立や、校外学
習に併せて地域の自然について関心を高める献立を実施した。そのほ
か、各小学校で実施される給食試食会において、栄養教諭によるラン
チルームでの児童への食に関する指導や、家庭科の授業での調理実演
等を通して、食育の視点を踏まえた指導を行うことができた。

継続

【事業の概要】
教諭と栄養教諭の連携により、食育の視点を踏まえた食に関する指導（教科学習と

の連携や給食献立を教材として活かした授業）と給食指導の工夫と充実を図ります。
【方向性】

児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることができるよ
う、引き続き、食育の視点を踏まえた食に関する指導と給食指導の充実に努めます。

地場産学校給食の日 学校給食センター

黒部市の将来を担う園児・児童・生徒が食文化や地域の産物に対する
理解を深めるとともに、地元で採れた農畜産物や水産物の消費拡大を
図るため、できるだけ地元の食材を用いた｢黒部地場産学校給食の日｣
を実施し、｢地産地消｣運動に努めた。また、生産者等と一緒に会食す
ることにより、生産の苦労等を知り、食べ物に対し感謝する心の育成
を図った。
　「黒部地場産学校給食の日」5回/年
　「ジオパーク給食」1回/年（H30から実施）

継続

【事業の概要】
黒部市の将来を担う園児・児童・生徒が食文化や地域の産物に対する理解を深める

とともに、地元で採れた農畜産物や水産物の消費拡大を図るため、できるだけ地元の
食材を用いた｢黒部地場産学校給食の日｣を実施し、｢地産地消｣運動を推進します。ま
た、生産者等と一緒に会食することにより、生産の苦労等を知り、食べ物に対し感謝
する心の育成を図ります。
【方向性】

黒部市の将来を担う園児・児童・生徒が食文化や地域の産物に対する理解を深める
とともに、地元で採れた農畜産物や水産物の消費拡大を図るため、できるだけ地元の
食材を用いた｢黒部地場産学校給食の日｣「ジオパーク給食」を実施し、｢地産地消｣運
動」に努めます。また、生産者等と一緒に会食することにより、生産の苦労等を知
り、食べ物に対し感謝する心の育成に努めます。

食に関する学習の
機会や情報提供

乳幼児期からの生活習
慣病予防

こども支援課
学校給食センター

・授業における食育指導や給食だよりの配布を通して、日々の「食」
が身近に感じられるよう情報発信するなど、園児・児童・生徒に向け
て、食の大切さや正しい知識を伝えることに努めた。
　学校給食訪問の実施（定期的に実施）
　ホームページの内容の充実（給食内容を毎日更新）
・「給食だより」を通して、食の大切さを伝えることに努めた。

継続

【事業の概要】
授業における食育指導や給食だよりの配布を通して、日々の「食」が身近に感じら

れるよう情報発信するなど、園児・児童・生徒に向けて、食の大切さや正しい知識を
伝えます。
【方向性】

授業における食育指導や給食だよりの配布を通して、日々の「食」が身近に感じら
れるよう情報発信するなど、園児・児童・生徒に向けて、食の大切さや正しい知識を
伝えることに努めます。
　乳幼児期の食事の大切さを伝えていきます。

４　食育の推進

発達の段階に応じ
た食育の推進
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黒部市子ども・子育て支援事業計画　事業の評価・方向性

基本目標
施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価

確かな学力の向上
子ども一人ひとりに応
じたきめ細やかな指導
の充実

学校教育課
・チームティーチングやスタディ・メイトを活用することで、複数の
教員、指導員で授業を行うことができ、きめ細かい指導を行うことが
できた。

継続

【事業の概要】
子ども一人ひとりに応じたきめ細やかな指導の充実を図るため、授業においてT.T

（チームティーチング）を実施するなど、よりわかりやすい指導を目指します。
【方向性】

発達障害のある児童生徒も増えてきており、引き続き、事業を充実させていくこと
で対応します。

異文化の体験 企画政策課

・CIRが市内保育所等に年平均70回以上訪問し、園児らに異文化に対
する興味や親しみを持ってもらうことができた。
・CIRと交流する園児の年齢が、各所・園によって異なるが、それぞ
れの年齢に合わせたイベント等を計画し、年齢にあった異文化交流、
体験を実施することができた。。

継続

【事業の概要】
保育所や幼稚園等にCIR（国際交流員）を派遣し、外国の歌やダンスなどを通し、

異文化に対する興味や親しみを持ってもらいます。
【方向性】

CIR業務の中で、重点をおいて実施している事業であり、今後も訪問回数は現状維
持しながら、園児の年齢にあった体験内容をより充実させていきます。

英会話科の設置 学校教育課

・ＡＬＴ（外国語指導助手）が英会話科の授業に参加し、児童生徒の
国際感覚と実践的コミュニケーション能力の向上に努めた。
・ＪＡＴ（小学校英会話講師）、ＪＥＴ（中学校英会話講師）を雇用
し、ＡＬＴと連携した英会話科の実施に努め、児童生徒の理解度を深
めることにつなげた。

継続

【事業の概要】
小中学校において、ALT（外国語指導助手）を参加させた英会話の授業を行い、国

際感覚と実践的コミュニケーション能力を養い、地域・国際社会に貢献できる子ども
の育成を目指します。
【方向性】
　引き続き黒部市として特色ある英語教育となるよう取り組みます。

ＡＬＴ、ＪＡＴ、ＪＥＴの配置について学習が充実するよう適正な体制となるよう
にします。

姉妹都市交流研修事業 学校教育課
・国際姉妹都市メーコン・ビブ郡（アメリカ）と隔年で生徒の相互派
遣を行っており、本市中学生の異文化に対する興味と理解を高めるこ
とに努めた。

継続

【事業の概要】
姉妹都市のメーコン・ビブ郡（アメリカ）との間での生徒の相互派遣を行ってお

り、ホームステイ、学校訪問、交流活動、現地見学を通じて実践的な英語コミュ二
ケーションの機会を得ることにより、異文化に対する興味と理解を高めます。
【方向性】

姉妹都市交流研修事業は様々な場面で英語に触れる絶好の機会であり、改善を意識
して事業を継続します。

英語サマーキャンプ 学校教育課
・夏休みにＡＬＴ（ＪＡＴ、ＪＥＴが補助的に参加）と児童生徒によ
る英会話科合宿を開催し、英会話コミュニケーション能力の向上に努
めた。

継続

【事業の概要】
夏休みにALTと児童生徒による英会話合宿を開催し、共同活動を通じ、異文化に親

しみながら英会話コミュニケーション能力の向上を目指します。
【方向性】

英語サマーキャンプは様々な場面で英語に触れる良い機会であり、改善を意識して
事業を継続します。

さわやか運動の実施 生涯学習課
・県が実施するさわやか運動期間中に学校と連携しながら、あいさつ
や声掛け運動を行った。
（平成30年度は、春と秋の２回の８日間実施。）

継続

【事業の概要】
生徒が利用する駅舎や中学校において、年2回あいさつ運動を行い、青少年のマ

ナー向上を図ります。
【方向性】

青少年を健全に育てるためには、家庭、学校、地域、企業等関係者が連携、協働し
て推進する必要があるため、継続して事業を実施します。

善行青少年の表彰 生涯学習課

・学校や地域での活動が他の模範と認められる児童生徒に対し、青少
年の健全育成の一環として、青少年の今後の成長を期待して表彰式を
実施した。
（平成30年度は、小学校個人２人、５団体、中学校個人７人、３団
体を表彰した。）

継続

【事業の概要】
市内の小中学生の中から、活動が他の模範と認められる者を表彰し、青少年の健全

育成を目指します。
【方向性】

模範となる行動を行った児童生徒を表彰することは青少年の健全活動の一助となる
ため、継続して事業を実施する。

少年少女活動実践
意見発表大会の実施

生涯学習課

・児童生徒の日常の体験、実践に基づく意見発表の機会を通じて豊か
な情操を養い、現代社会に必要な倫理、連帯感を身につけさせ、清く
明るい心を育てるために事業を実施した。
（平成30年度は、小学生５人、中学生２人が発表した。）

継続

【事業の概要】
意見発表大会を開催し、市内小中学生の体験・実践に基づく意見発表の機会を設け

ることにより、清く明るい心を育てることを目指します。
【方向性】

市内小中学生の体験・実践に基づく意見発表の機会を設けることで、清く明るい心
を育てることを目指しているため、継続して事業を実施します。

３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備
事業概要および方向性

１　子どもの生きる力
の育成に向けた学校の

教育環境の整備

国際化教育の推進

豊かな心の育成
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施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価 事業概要および方向性

子ども・若者育成市民
啓発事業

生涯学習課
・青少年健全育成に関する取組を５団体から発表する。
・市内で健全育成パレードを行い、ショッピングセンター前で買い物
客にチラシを配布を行った。

継続

【事業の概要】
青少年育成県民運動のより一層の浸透を図るため、青少年健全育成パレードや啓発

チラシの配布活動を実施します。
【方向性】

青少年育成県民運動のより一層の浸透を図るため、青少年健全育成パレードや啓発
チラシの配布を行うことは重要であり、今後も継続して事業を実施します。

情報リテラシー教育、
情報モラル教育の実施

学校教育課
・警察や携帯電話会社等による講習会を実施している。これにより、
児童生徒からの情報に基づき、より良い解決につながったケースも
あった。

継続

【事業の概要】
インターネットによる被害を防止するため、児童生徒に注意喚起や情報モラル教育

を行うとともに、教職員の研修・保護者へも危機管理意識の啓発を図ります。
【方向性】

スマートフォン等、児童生徒が情報端末に接する機会は増えてきており、引き続き
学校と市教委が連携し、研修の機会を設けるようにします。

子どもたちを有害環境
から守るための取組み
の推進

生涯学習課

・社会環境の変化とともに変容する問題に対応し、子どもや若者を虐
待や有害な環境から守るため、最新の知識の涵養と資質の向上を図る
ことを目的とし、研修会を開催した。
（パトロールと研修会と隔年実施としている。）

継続

【事業の概要】
子どもたちを有害環境から守るため、条例で規制対象となっているゲームセン

ター、カラオケボックス、書店、コンビニエンスストア等に立入調査を行い、必要な
指導を行います。
【方向性】

子どもたちを有害環境から守るための取組みを行うことは重要であるため、今後も
継続して事業を実施します。

絵本の読み聞かせ会 図書館
限られたスペースの中、読み聞かせボランティアの協力もあり、計画
通り実施できた。

継続

【事業の概要】
黒部市立図書館および黒部市立図書館宇奈月館において、未就学児を対象とした絵

本の読み聞かせ会を開催し、子どもの豊かな感性と創造力を育むとともに親子のコ
ミュニケーション向上を図ります。
【方向性】

各ボランティア団体の実情に応じて計画的に実施していきます。令和5年に開業予
定の（仮称）くろべ市民交流センターへの移転に向けて、読み聞かせコーナーの設置
等、環境整備も進めていきます。

健やかな身体の育
成

スポーツエキスパート
事業

学校教育課
・生徒たちにスポーツに親しませ、健康と体力の増進、競技力の向上
を図るとともに、教員（部活動顧問）の負担軽減につながった。

縮小

【事業の概要】
中学校運動部に専門的な技術･指導力を備えた外部指導者（スポーツエキスパー

ト）を派遣し、運動部顧問と連携により中学校部活動の充実を図ります。
【方向性】

事業は継続していくが、中学校統合により、来年度以降、全体の規模は縮小する方
向です。

安全で豊かな学校
施設の整備

学校の耐震化の推進 学校教育課

・桜井中学校の体育館及び武道場の竣工をもって、耐震化率100％を
達成した。
・小中学校の校舎や体育館の老朽化について、計画性を持ちつつ適宜
対応に努め、安全安心な教育環境の整備を図った。

継続

【事業の概要】
小中学校の校舎や体育館の耐震化と老朽化への対応を行い、耐震化率100％を目指

します。
【方向性】
　引き続き適宜適切な対応に努めます。

地域に根ざした特
色ある学校づくり

学校評議員制の実施 学校教育課
・毎年度、各学校からの推薦に基づき学校評議員を委嘱した。
・各学校では年数回の評議員会を開催し、各方面からの意見聴取に努
め、適切な学校運営を図った。

継続

【事業の概要】
各校8人以内の評議員を保護者や地域から選出し、校長の推薦に基づき教育委員会

が委嘱を行い、年数回の評議員会を開催することにより、円滑な学校運営に努めま
す。
【方向性】
　引き続き適切な実施に努め、円滑な学校運営に貢献します。

４　幼児教育の充実
幼稚園・保育所と
小学校との連携

総合的な学習の時間・
生活科の授業の実施

学校教育課
こども支援課

・幼・保と小学校の教員が相互に授業を参観した。また小学校では、
生活科において年長組と交流を行った。幼・保、小の段差を解消し学
びを一体のものとした連続的な教育に努めた。

継続

【事業の概要】
幼稚園・保育所と小学校で総合的な学習の時間等を一緒に学び、学習の楽しさを共

有するなど、幼稚園・保育所と小学校が連携して、スムーズな小学校への移行を図り
ます。
【方向性】

発達の段階における課題や、家庭環境・地域の特性等を明確にし、学習・生活両面
における指導の進め方や接続の在り方について連携を深めていく必要があり、今後も
継続して進めます。

講演会・研修会の開催 こども支援課
子育てに関する講演や育児教室を行い、親子のふれあいや育児の楽し
さを実感できるよう努めた。

継続

【事業の概要】
子育て支援センター等において、子育て中の保護者等を対象に子育て関係の講演会

を行うなど、子育ての楽しさや子どもを産み育てることの意義に関する教育・広報・
啓発を図ります。

５　次代の親の育成

子どもを生み育て
ることの意義に関
する教育等

１　子どもの生きる力
の育成に向けた学校の

教育環境の整備

豊かな心の育成

３　信頼される学校づ
くり
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施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価 事業概要および方向性

マイ保育園事業 こども支援課

地域の子育て支援拠点として、来園された妊婦や在宅子育て中の保護
者にマイ保育園の登録をすすめ、育児相談や在園児との触れ合い等を
行うことができた。マイ保育園事業の周知に努めたが登録があまり伸
びなかった。

継続

【事業の概要】
身近な子育て支援拠点である保育所において、妊婦や在宅で子育てしている保護者

を対象に育児体験、育児相談、一時保育等を行い、かかりつけ保育園として妊娠期か
らの切れ目のない子育て支援を図ります。
【方向性】

妊婦や在宅子育てしている保護者を対象に、育児体験、育児相談、一時保育等を行
い、保護者の不安軽減を図っていきます。また周知に努め、登録のPRに取り組んでい
きます。

乳幼児ふれあい体
験

乳幼児ふれあい体験 こども支援課他
毎年７月から８月に乳幼児ふれあい体験を開催し、参加者に子どもや
家庭の大切さへの理解を深めることに努めた。

継続

【事業の概要】
子育て支援センター等における乳幼児との交流活動を通じて、子どもや家庭の大切

さへの理解を図ります。
【方向性】
　継続して開催します。

５　次代の親の育成

子どもを生み育て
ることの意義に関
する教育等
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黒部市子ども・子育て支援事業計画　事業の評価・方向性

基本目標
施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価

虐待防止ネット
ワークの設置

要保護児童連絡協議会
の体制強化

こども支援課 他
代表者会議を通じて市の虐待防止の支援体制の整備を行い、支援と関
係機関の連絡体制の整備に努めた。

継続

【事業の概要】
虐待を受けていたり、虐待に至るリスクが高いと判断された子どもや妊婦の情報を

共有し、連携して対応できる体制づくりを推進します。
【方向性】
　定期的に会議を開催します。

要保護児童への対
応

要保護児童への対応に
おける取組みの推進

こども支援課
健康増進課
他

実務者会議、ケース会議を通じてケースの進捗管理と具体的支援の検
討を行い、支援と関係機関の連絡体制の整備に努めた。

拡充

【事業の概要】
要保護児童連絡協議会において対応の方向性を決め、関係機関が要支援児童に対す

る支援を行います。
【方向性】
　子ども家庭総合支援拠点を設置し、支援を要する世帯への充実を図ります。

在宅支援の充実 在宅支援の充実 こども支援課 他
必要な世帯に定期的に家庭訪問を行い世帯の状況を把握し、必要な支
援が導入を行った。

継続

【事業の概要】
虐待が疑われる児童が発見された場合、児童相談所や各関係機関との連携を図りな

がら、家庭環境の状況を把握するため調査や家庭訪問を実施するなど、要保護児童に
対する在宅支援の充実を図ります。
【方向性】
　支援が必要な世帯に訪問・面談を継続します。

健康診査等の推進 健康診査等の推進 健康増進課 実績なし 廃止

【事業の概要】
　医療機関に委託し、早期から定期的な健康診査による医学的管理、保健指導を行う
など、障がいの原因となる疾病や事故の予防及び早期発見・治療の推進を図ります。

通級指導教室 学校教育課
・対象の児童は増加傾向にあり、平成30年度は100名の児童に対し
通級指導を行った。

拡充

【事業の概要】
小学校において、通常の学級に在籍する吃音、発音の誤りのある児童、また、読み

書きが困難な学習障害や注意欠如多動性障害等を持つ児童を対象に週1回その児童に
あった指導を行います。
【方向性】
　対象者は増加傾向にあり、今後は中学校でも通級指導教室を実施します。

保育所・幼稚園におけ
る障がい児の受け入れ

こども支援課
毎年研修を受講し専門的知識を身につけながら、障がい児を受け入れ
支援している。子どもたちの支援だけでなく保護者支援にも努めた。

継続

【事業の概要】
研修等により専門的知識取得を支援するなど、保育所、幼稚園等において障がい児

を受け入れることにより、健全な発達を支援します。
【方向性】

研修の受講を推進し、保護者への支援と共に専門機関との連携を図り、障がい児を
適宜受け入れ支援できるよう努めていきます。

保育所等訪問支援事業 福祉課
障がい児の相談支援体制を充実させたことにより、サービス利用者が
H27年度の1名から9名に増加できた。

継続

【事業の概要】
保育所や小学校などを訪問し、障がい児やスタッフに対して、集団生活へ適応する

ための専門的な支援を行います。
【方向性】
　引き続き、必要なサービスを提供します。

相談体制の充実や
情報提供

相談体制の充実や情報
提供

こども支援課
窓口でひとり親家庭への相談を受け付けるほか、ハローワークの巡回
相談を開催し、支援を行っている。

継続

【事業の概要】
ひとり親家庭に対して、児童扶養手当や就労等の経済的支援の相談をはじめ、児童

や家庭の環境等の相談に対し、母子自立支援員がきめ細かい対応を図れるよう体制整
備を図ります。
【方向性】
　支援が必要な世帯に面談を継続します。

就業促進のための
支援

母子家庭等自立支援事
業

こども支援課 資格取得中のための生活支援のため。給付金を支給しています。 継続

【事業の概要】
　安定した就労のために、母子家庭の親が資格を取得するための支援を行います。
【方向性】
　継続して給付金を支給します。

ひ と り 親 家 庭 等 小 学
校・高校入学祝品支給
事業

こども支援課
学校教育課

－ 新規
【事業の概要】

ひとり親家庭のうち児童扶養手当受給者に対し、子どもの小学校及び高校の入学祝
品を支給します。

ひとり親家庭等無料学
習支援事業

こども支援課 － 新規

【事業の概要】
ひとり親家庭や生活保護等の生活困窮世帯の中学生に無料で学習支援を実施すると

ともに、悩み相談等に応じることにより、安心して学習できる子どもの居場所を提供
します。

３　ひとり親家庭等の
自立支援の推進

ひとり親家庭への
経済的支援

４　要保護児童への対応などきめ細かな取組みの推進
事業概要および方向性

１　児童虐待防止対策
の充実

２　障がい児施策の充
実

適切な医療・福祉
サービスの充実及
び教育支援体制の
整備
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施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価 事業概要および方向性

ひとり親家庭子育てサ
ポート事業（放課後児
童クラブ・ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰ
ﾄ･ｾﾝﾀｰ）利用料助成事
業

こども支援課 － 新規

【事業の概要】
ひとり親家庭のうち児童扶養手当受給者に対し、放課後児童クラブ及びファミ

リー・サポート・センターの利用料の一部を助成し、経済的負担を軽減することで、
ひとり親家庭の就業・自立を支援するとともに、児童の健全育成を図ります。

３　ひとり親家庭等の
自立支援の推進

ひとり親家庭への
経済的支援
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黒部市子ども・子育て支援事業計画　事業の評価・方向性

基本目標
施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価

交通安全意識の啓
発

交通安全意識の啓発 市民環境課

・各季の交通安全運動や交通安全県民の日を中心に、街頭指導・広報
を実施した。
・キャンペーン活動等を通じて、交通安全に係る広報啓発を行った。
・高齢者交通安全教室を開催し、交通安全意識の高揚に努めた。

継続

【事業の概要】
交通安全運動週間、交通安全県民の日などに併せて各種キャンペーン、高齢者向け

の交通安全講習や交通安全運動出発式を行うなど、地域の交通安全意識の向上を目指
します。
【方向性】
　運動期間や重点日の広報啓発活動を強化します。
　関係機関・団体と連携しながら、市民の交通安全意識の高揚に努めます。

交通安全意識の啓
発

交通安全教育指導者の
育成

市民環境課
・交通指導員を対象とした研修会を開催した。
・県主催の研修会に交通安全アドバイザーを参加させた。

継続

【事業の概要】
地域の交通安全意識の向上を図るために、適切な交通指導を行うとともに、指導者

養成のための研修会等を行います。
【方向性】

研修会や各種教養を通じて、地区における交通安全啓発活動の中核となる人材育成
に努めます。

犯罪等に関する情報の
提供の推進

市民環境課
・「ながら見守り」の一環として、犬の散歩をしながら児童、生徒の
見守り活動を行う「黒部市わんわんパトロール隊」を設立し、防犯意
識の高揚に努めた。

継続

【事業の概要】
不審者情報があった際は、警察や防犯協会と連携して、各防犯パトロール隊等に情

報提供して警戒の実施を依頼するなど、迅速な対応を行うことにより、子どもを不審
者から守ります。
【方向性】

「黒部市わんわんパトロール隊」事業を継続するとともに、「ながら見守り」の周
知に努めます。

子どもメールの配信 こども支援課
各種情報が入った時、遅滞なくメール配信し保護者に周知することが
できた。

継続

【事業の概要】
不審者やクマの出没をはじめ、感染症の発生等気をつけてほしい情報を、登録され

た保護者あてにメールでお知らせします。
【方向性】
　継続して、情報を遅滞なく配信し、保護者の安心につながるよう努めていきます。

関係機関相互の情報の
ネットワーク化

市民環境課　他 ・関係機関と緊密に情報共有し、各種犯罪抑止に努めた。 継続

【事業の概要】
幼稚園、保育所、小学校、中学校、公民館等、関係機関の情報ネットワークの活用

により情報を共有化し、子どもを犯罪等の被害から守ります。
【方向性】

児童、生徒を対象とした犯罪に迅速的確に対応するため、関係機関・団体との情報
共有に努めます。

自主防犯組織の育成 市民環境課　他

・全地区に地区安全なまちづくり推進センターを設置し、地区におけ
る自主防犯に係る取組みを推進した。
・地区の学校安全パトロール隊に青色パトロールカーを貸し出し、登
下校時の見守り活動を強化した。

継続

【事業の概要】
警察、防犯協会等と連携しながら、地域における自主防犯組織の育成支援を行い、

犯罪の抑止に努めます。
【方向性】

関係機関・団体や地区と緊密に連携を図り、地区における自主防犯体制の強化に努
めます。

防犯ブザーの貸与 学校教育課
・平成29年度からは希望者に対する貸与ではなく、小学校新入生全
員への一律配布している。これに伴い、緊急時の対応についても学校
から指導している。

拡充

【事業の概要】
教育委員会から学校を通じて児童生徒に防犯ブザーを貸与し、学校が緊急時の対応

について指導するなど、児童・生徒の登下校時の安全確保及び危機回避に努めます。
平成29年度からは希望者に対する貸与ではなく、小学校新入生全員への一律配布に
変更します。
【方向性】

引き続き、小学校新１年生全員へ防犯ブザーの配布を行うほか、登下校の安全確保
に関わる安全パトロール隊への防犯ベスト購入等の助成をし拡充を図ります。

こども110番の家 市民環境課
・児童、生徒を対象とした犯罪発生時への備えとして、防犯協会の
「こども110番の家」事業を支援した。

継続

【事業の概要】
子どもが外出の際に不審者を発見した場合やその他の緊急時に、躊躇することなく

避難できる民家・事業所を「子どもの交番」として設置します。
【方向性】
　「こども110番の家」事業を継続支援します。

犯罪等の被害に
遭った子どもの保
護の推進

犯罪等の被害に遭った
子どもの保護の推進

市民環境課　等
・警察署や関係所属と連携し、児童虐待事案等に係る情報共有を図っ
た。

継続

【事業の概要】
　地域や警察等関係機関との連携を図ることにより、犯罪等の被害に遭った子どもの
心のケアを行います。
【方向性】
　関係機関・団体との情報共有を継続し、事案の前兆把握に努めるなど被害の未然防
止を図ります。

５　安全かつ安心して子育てができる環境の整備
事業概要および方向性

１　子どもの交通安全
の確保

２　子どもを犯罪等の
被害から守る

犯罪等に関する情
報の提供の推進

犯罪・事故等の被
害から子どもを守
るための取組みの
推進

13



施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価 事業概要および方向性

住宅確保に関する情報
提供

都市政策課
市営住宅を含め、ファミリー向け賃貸住宅に関する情報提供を行っ
た。

継続

【事業の概要】
　市営住宅を含め、ファミリー向け賃貸住宅に関する情報提供を行います。
【方向性】
　引き続き、情報提供を行い、補助金制度をPRします。

住宅地域の整備 都市政策課 実績なし 継続

【事業の概要】
民間開発に伴う緑地の確保や二世帯住宅に対応できる宅地の供給を行うなど、民間

住宅開発促進の支援を進めます。
【方向性】
　引き続き、緑地の確保など民間住宅開発促進の支援を進めます。

安全な通学路の整
備

通学道路の優先改良工
事

建設課
道路の舗装改修、路肩改良及び側溝の暗渠化を行うなど、通学路の安
全の確保に努めた。

継続

【事業の概要】
道路の舗装改修、路肩改良及び側溝の暗渠化を行うなど、通学路の安全の確保に努

めます。
【方向性】

道路の舗装改修、路肩改良及び側溝の暗渠化を行うなど、通学路の安全の確保に努
めます。

踏切の安全確保
地鉄踏み切りの遮断機
設置

建設課
富山地方鉄道等の関係機関と協議を行い、遮断機を設置していない踏
切に遮断機を設置し、安全の確保に努めた。

継続

【事業の概要】
富山地方鉄道等の関係機関と協議を行い、遮断機を設置していない踏切に遮断機を

設置し、安全の確保に努めます。
【方向性】

富山地方鉄道等の関係機関と協議を行い、遮断機を設置していない踏切に遮断機を
設置し、安全の確保に努めます。

冬期間の除雪対策 冬期間の除雪対策 建設課
冬期間、道路除雪車が入れない場所について除雪作業の迅速かつ容易
にできるよう作業機械の充実を図ることにより、子どもが通学しやす
い環境整備に努めた。

継続

【事業の概要】
冬期間、道路除雪車が入れない場所について除雪作業の迅速かつ容易にできるよう

作業機械の充実を図ることにより、子どもが通学しやすい環境整備に努めます。
【方向性】

冬期間、道路除雪車が入れない場所について除雪作業の迅速かつ容易にできるよう
作業機械の充実を図ることにより、子どもが通学しやすい環境整備に努めます。

歩道のバリアフリー化
建設課
街路公園課

道路の整備時には、歩道の段差をなくしバリアフリー化を進めた。 継続

【事業の概要】
新設の道路や道路の改修に併せて歩道の段差解消を進め、乳幼児を持つ保護者が歩

きやすい歩道の整備を進めます。
【方向性】

乳幼児を持つ保護者が安心して歩ける歩道を整備するため、継続して歩車道の段差
のないバリアフリー化を進めます。

子育てに関するバリア
フリー化の推進

都市政策課
既存施設の改修費に際し、県福祉条例に基づく施設整備を行うよう指
導した。

継続

【事業の概要】
子育てに関する公共施設において、県の計画、設計上の配慮事項に準じて施設整備

を行っており、既存施設においても逐次、同様に施設の改修に努め、バリアフリー化
を推進します。
【方向性】
　引き続き、県福祉条例に基づく施設整備が行われるよう指導します。

通学路や公園等に
おける防犯設備の
整備

防犯灯のＬＥＤ化 市民環境課
・LED防犯灯を増設するとともに、灯具に不調があるナトリウム灯等
をLED灯に切り替えることで、市内防犯灯のLDE化を図った。

継続

【事業の概要】
犯罪等を抑止するため、道路等の適切な場所に防犯灯（ＬＥＤ）を設置し、犯罪の

抑止や通行の安全確保に努めます。
【方向性】
　地区からの要望等を踏まえ、LED灯を増設します。
　防犯灯修繕に合わせて、LED化事業を推進します。

児童公園の整備
街路公園課
こども支援課

児童公園の遊具点検を実施し、修繕や改修等適切な対応を行い子ども
が安心して遊べる公園の整備及び維持管理を行った。

継続

【事業の概要】
児童公園及びちびっこ広場の遊具の点検や整備をはじめとして、子どもが安心して

遊べる公園施設管理を進める。
【方向性】

遊具点検を実施し、遊具の修繕及び改修、撤去を行うなど、子供達が安心して遊べ
る公園施設となるよう適切に管理します。

防災機能を備えた近隣
公園の整備

街路公園課 石田近隣公園を備蓄倉庫のある防災機能を備えた公園として整備済。 継続

【事業の概要】
　防災機能を備えた公園として整備を行った石田近隣公園の活用を図ります。
【方向性】
　適切な施設の維持管理を実施していきます。

公園管理体制の充実 街路公園課
遊具点検を実施し、修繕や撤去等適切な維持管理を行い子どもが安心
して遊べる公園の管理を行った。

継続

【事業の概要】
　都市公園の遊具点検を実施し、子どもが安心して遊べる公園施設管理を進めます。
【方向性】

指定管理制度を導入するなど、公園利用者が安全に遊べるよう継続して都市公園の
管理体制の充実を図ります。

６　安全・安心まちづ
くりの推進

安全・安心なまち
づくり

３　良質な住宅の確保
ファミリー向け賃
貸住宅の供給支援

４　安全な道路交通環
境の整備

５　安心して外出でき
る環境の整備

公共施設等のバリ
アフリー化推進
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施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価 事業概要および方向性

地域住民の参加による
公園管理

街路公園課
こども支援課

公園内の草刈及び清掃等について、地域町内会や団体が参加し維持管
理を行った。

継続

【事業の概要】
既存公園において、草むしりや清掃等の維持管理を地域住民への委託参加等により

行います。
【方向性】
　今後も地域住民参加による公園管理を実施します。

防犯カメラの設置 市民環境課
・駅前広場や駐輪場等に防犯カメラを設置して街頭防犯を抑止すると
ともに、市民の安心安全の確保に努めた。

継続

【事業の概要】
不特定多数の市民等が利用する駅前や公共施設付近において、自転車や車上狙いな

どの犯罪が継続的に発生したり、子供や女性等に対する声掛け等が発生しており、犯
罪抑止効果が期待される防犯カメラを設置することで、犯罪抑止や利用者の安全安心
確保に努めます。
【方向性】

耐用年数を考慮しながら、随時更新に努めます。通学路の安全確保等の観点から効
果的な箇所に防犯カメラを設置し、犯罪の未然防止を図ります。

６　安全・安心まちづ
くりの推進

安全・安心なまち
づくり
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黒部市子ども・子育て支援事業計画　事業の評価・方向性

基本目標
施策の方向性 施策 事業 担当課 Ｈ27～Ｒ１の成果及び評価

１ 多様な働き方の実現

多様な働き方を目
指した意識改革の
ための普及啓発の
推進

男女共同参画推進事業
の実施

生涯学習課

・各地区で男女共同参画プランを実現するため、各種教室や研修会を
開催した。
・推進員自らも多様な社会に対応するため、セミナーを受講するなど
意識改革を行った。

継続

【事業の概要】
各地区に配置されている富山県男女共同参画推進員が中心となり料理教室等の講座

を開催するとともに、年に１回広報誌「にじのかけはし」を全戸配布するなど、男女
共同参画の推進を図ります。
【方向性】

性別による固定的役割分担意識や地域での制度の慣行を男女共同参画の視点から見
直していくことは重要であるため、今後も継続して事業を実施します。

仕事と子育ての両
立支援の推進

仕事と子育ての両立支
援に向けた普及啓発の
推進

生涯学習課
・職場や家庭において働き方の見直しや男性の積極的な子育てへの参
画が必要であることから、地域活動において啓発チラシの配布を行っ
た。

継続

【事業の概要】
関係機関に専門講師を派遣してもらい、セミナー、研修会を開催するとともに、県

等が主催するセミナー、研修会開催について広報等で広く周知を行います。
【方向性】

子どもを生み育てやすい環境づくりや、育児と仕事が両立できる体制整備は重要で
あるため、今後も継続して事業を実施します。

仕事と子育ての両
立支援の推進

企業における両立支援
制度の啓発

商工観光課
企業における両立支援制度の充実や職場における理解と協力のため、
チラシの配布等を行い、制度の啓発と周知に努めた。

継続

【事業の概要】
企業における両立支援制度の充実や、職場における理解と協力のため、制度の啓発

と周知を行います。
【方向性】
　チラシ配布等による制度の啓発と周知に努めます。

６ 職業生活と家庭生活との両立の推進
事業概要および方向性

２ 仕事と子育ての両立
の推進
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