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１．地域子育て支援拠点事業について

１．事業の目的
少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中
で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するた
め、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域
の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援すること
を目的とする。

２．実施主体
市町村 なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。

３．事業の内容
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事業。
ア．子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
イ．子育て等に関する相談、援助の実施
ウ．地域の子育て関連情報の提供
エ．子育ておよび子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上）



２．国・県の方針について

子ども・子育て支援新制度について 子ども・子育て関連3法（平成24年8月）の趣旨と主なポイント

◆３法の趣旨
自公民３党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、
幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進
＊子ども・子育て関連３法とは、①子ども・子育て支援法②認定こども園法の一部改正法③児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法

◆主なポイント
① 認定こども園、幼稚園、保育園を通じた共通の給付（「施設型給付」）
及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設
＊地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応

② 認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）
・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ
・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化

③ 地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域こども・子育て支援事業」）の充実

（出典：内閣府資料）

淡海子ども・若者プラン（滋賀県）

第４章 具体的な施策の推進
〇利用に結びつく相談機能の充実
・認定こども園、保育所および幼稚園における教育・保育の提供を希望する利用者が、ニーズに応じた施設を利用できるよう、地域子育て支援拠点や身近な
場所での相談窓口や行政窓口での相談員による利用支援を推進し、利用の促進を図ります。

（出典：滋賀県）



３．第2期長浜市子ども・子育て支援事業計画
での位置図け（P75)

第5章 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保
３ 量の見込と提供体制の確保の内容

（２）地域子ども・子育て支援事事業の提供体制の確保の内容
④ 地域子育て支援拠点事業

事業概要
乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについて相談、情報の提供、助言その他の援助を
行う事業です。

今後の方向性
子育て支援センターについては、利用者の割合も利用希望割合も高いため、引き続き満足の高い事業を実施してく
とともに、利用者が気軽に安心して相談できる場となるよう努めます。

令和2年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和4年度
（2022年度）

令和5年度
（2023年度）

令和6年度
（2024年度）

ニーズ量の見込み 99,335人 97,734人 97,048人 94,837人 92,435人

実施か所数（確保方策） 8か所 8か所 9か所 9か所 9か所



４．長浜市の子育て支援センターの設置状況
施設名 運営 地域 開所日数・時間

① サンサンランド子育て支援センター 直営 ※ 長浜※ 週6日 火～日・9:00～17:00

② こどもらんど子育て支援センター 直営 ※ 浅井 週5日 火～土・9:00～17:00

③ のびのびらんど子育て支援センター 直営 びわ 週5日 月～金・9:00～17:00

④ あいあいらんど子育て支援センター 直営 ※ 高月※ 週5日 火～土・9:00～17:00

⑤ チャイルドハウス 委託 社会福祉法人石龍会 長浜 週5日 月～金・9:30～13:00

⑥ ニコニコひろば 委託 社会福祉法人光寿会 湖北 週3～4日 火・水・木・金・10：00～13:00

⑦ 子育て広場スキップ 委託 六荘地区地域づくり協議会 長浜 週3日 火・水・木9：00～15:30

⑧ まちのほけんしつきずな 委託 医療法人まちのほけんしつ 長浜 週3日 月・木・金10：00～15:00

⑨ （仮称）ひよこ乳児園子育て支援センター 委託 社会福祉法人 母の国 長浜 週5日 月～金・9:30～16:00

※ 出張広場
①サンサンランド子育て支援センター（長浜北地域）
②こどもらんど子育て支援センター （虎姫地域）
④あいあいらんど子育て支援センター（湖北・木之本・余呉・西浅井地域）



５．子育て支援センターの位置

④出張広場

④出張広場

①出張広場

③出張広場

④出張広場④出張広場 （仮称）ひよこ乳児園
子育て支援センター



６．新規 子育て支援センターの概要
項 目 内 容

名 称 （仮称）ひよこ乳児保育園支援センター（社会福祉法人 ははのくに）

場 所 長浜市今川町243－17・18

定 員 概ね10組の親子

対象年齢 未就園児（概ね３歳未満児）

対象地域 長浜市全域

開所日等 月～金（5日間）9:00～16:00（12:00～13:00休憩）

サービス内容 ☆一般型 ☆パパママ・リフレッシュ託児事業（定員：2名）

職員数 ☆一般型：2名（常勤：1名、パート：2名） ☆パパママ・リフレッシュ託児事業：パート：1名

項 目 内 容

法人名称等 社会福祉法人 ははのくに 理事長 立岡 妙子

所 在 地 長浜市小堀町66番地１

事 業
・平成13（2001）年4月 ひよこ乳児園開園
・平成20（2008）年6月 病後児保育開始



《ひよこ乳児保育園が目指す地域子育て支援拠点事業》

１．保護者アンケートからわかる課題と当園の構想

【課題】

地域の
子育て世帯

・遊びの環境が整ってていた。
・ママ友ができた。
・育児相談ができた。

支援センターを
利用した

支援センターを
利用しなかった

・必要と思わない。関心がない。
・子育てがつらい、離乳食の作り方を
知りたいが、大勢の場が苦手だ。
・コロナ禍なので利用しなかった。

【すべての子育て世帯が
利用しやすい支援センター】

ふらっと
のぞける

ストレスが
和らぐ
また来たい

子育てについて
学べる。相談で
きる

誰もが参加できる
参加募集型
イベント ほっこりサロンと

子育て相談

遊びの紹介と
子育て相談

ベビーマッ
サージと
子育て相談

地域の団体と連携した地域子育て支援拠点事業 （出典：（社）ははのくに）



《ひよこ乳児保育園が目指す地域子育て支援拠点事業》

２．地元南郷里学区で行う理由
子育て世帯に対する包括的支援体制の構築

民生委員
主任児童委員

子育てに困難を抱える世帯

旧市内で土地開発が進み子育て世帯が増えている地元南郷里学区において、現在までの地
域社会との関係性の積み重ねを礎として、地域に密着した子育て支援事業を、地域の各団体
と連携して包括的に行う。

（出典：（社）ははのくに）



《ひよこ乳児保育園が目指す地域子育て支援拠点事業》

３．子育て支援における長年の経験と高い専門性

体験型
子育て相談
イベント

個別の
子育て相談

パパママ
リフレッシュ
託児事業

保育園栄養士との
離乳食つくり体験

ベビーマッサージ免
許取得保育士のベ
ビーマッサージ教室

保育士とのふれあい遊び
や手作りおもちゃ
つくり体験

保育園看護師に
よる身体計測など

メンタルケアスペシャリス
トや保育カウンセラーの資
格取得保育士による個別の
子育て相談（個室）

アプリで簡単予約！
時間：１日４時間まで
定員：１日２名

４０年間の保育現場で培った
未満児への質の高い保育！
安心してリフレッシュを！

（出典：（社）ははのくに）



７．経過及びスケジュール

〇令和4年度
令和4年8月28日～9月3日

法人から地域（自治会及び隣
地）への説明

10月 子ども・子育て会議 意見聴取
令和5年 1月 補助金の事前協議

〇令和5年度
令和5年 4月 補助金内示

6月 建築確認申請
9月 工事開始

令和6年 2月中旬 工事完了

〇令和6年度
令和6年 4月 運営開始


