
Ⅲ 安心な子育て環境・教育の
充実と次世代育成の推進



(1) 保育園･幼稚園･こども園の状況

待機児童数の内訳（各年４月１日時点）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 増減

就園児数 3,376人 3,411人 3,472人 +61人

内保育園等 1,942人 2,066人 2,208人 +142人

内幼稚園等 1,434人 1,345人 1,264人 ▲81人

施設数 32園 34園 35園 +1園

内保育園等 26園 28園 29園 +1園

内幼稚園等 6園 6園 6園 ±0園

待機児童数 84人 58人 54人 ▲4人

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

平成30年度 0人 57人 23人 4人 0人 0人 84人

令和元年度 0人 38人 20人 0人 0人 0人 58人

令和２年度 0人 22人 32人 0人 0人 0人 54人

１ 待機児童対策
担当：保育幼稚園課



守山幼稚園のこども園化（幼稚園型）

３～５歳児の保育ニーズに対応するため、既存の

幼稚園をこども園化することで、迅速に受け皿の

拡大に取り組みます。

(1)定員 短時部（幼稚園部分） 160名

長時部（保育園部分） 80名（拡充）

(2)開園日 令和３年４月１日

(2) 令和２年度の取組 保育の受け皿の拡大

待機児童の解消に向けて受け皿の拡大を図ります。

小規模保育所の開園

０～２歳児の保育ニーズに対応するため、即効性のある小規模保育所を５施設

開園します。

(1)定員 19名×５施設＝95名

(2)開園日 令和３年４月１日

担当：こども政策課



(3) 令和３年度の取組

・保育人材バンクによる保育士確保の取組

⇒ 令和３年１月末時点 登録者 260人 採用決定者 24人

２ 保育人材の確保と定着化に向けた取組（ソフト）

・保育人材育成施設における子育て支援員等の養成

１ 更なる受け皿の拡大の検討（ハード）

・幼稚園における預かり保育の拡充（全園実施）

・全年齢型の中規模保育所の開設（令和４年４月）

・公立園におけるICTシステムの導入

場所：吉身六丁目192-1（市有地） 定員：60名程度

過去５年間で472名の受け皿を整備

担当：こども政策課



こどもの生きる力を育み、親子の育ちを切れ目なくサポートするため、コロナ禍のた
め、感染予防に努めながら、保健・福祉・教育等の各分野が密接に連携し取り組みまし
た。

●ネウボラ面接
●妊婦健康診査

●新生児聴覚検査
●新生児訪問
●産後ケア事業
●赤ちゃんサロン

●乳幼児健康診査
●わくわく子育て応援プログラム
●バイキンマンスクール

●母子健康手帳アプリ ●子育てハンドブック

●保護者、小中
学生へのアン
ケート調査
●教育充実プラ
ンの作成
●スマホ・ゲー
ム依存対策
●メンタルヘル
ス予防教育

※主な事業のみを掲載

２ こども育ち連携の取組
新・守山版ネウボラ創造プロジェクト①

担当：こども育ち連携推進室

●風疹の予防接種
費用助成

●特定不妊治療費
用・不育症治療
費用の助成

新・守山版ネウボラ創造プロジェクトが目指す４本の柱

守山版ネウボラの推進 妊娠期からの切れ目のない親子教育の推進

効果的な子育て情報の発信 幼保小中の一貫した教育の推進

柱１ 柱２

柱３ 柱４

●育児相談 ●発達相談 ●栄養相談

●ことばの
相談

●未就園事業 ●地域の子育てサロン

●赤ちゃんサ
ロン
●絵本の読み
聞かせ（10か
月児健診）

●幼児教育
研修会



〇10か月児健診において保育士
による絵本の読み聞かせを実施

〇絵本選びや読み聞かせのコツを
アドバイス

〇絵本のプレゼント

新・守山版ネウボラ創造プロジェクト②

絵本の読み聞かせネウボラ面接

〇母子健康手帳交付時に保健師、
助産師が全妊婦の面接を実施
し、支援プランを作成

母子健康手帳アプリ

令和元年８月より導入

〇子育て施設・予防接種、
市公共施設等の情報

〇お子さんの成長記録
〇子育てに関するコラムの

プッシュ通知
〇 登録者数1,323人(R3,1月末）

※参考 832人(R2.3月末）

ゲーム・スマホ依存対策

〇スマホ使用に関わる指導
・小学校中学年からの指導
・小中での指導の連携

〇家庭啓発
・未就学、小学校低学年保護

者向けDVD作成
・中学校入学説明会で保護者

啓発パンフレット配布

メンタルヘルス予防教育
～中学生～

〇SOSの出し方教育
対象：市内４中学校の１年生
時期：９月末～１０月
※教職員向け研修(8/19開催)

〇誕生学
対象：市内４中学校の２年生
時期：10月
講師：誕生学アドバイザー

メンタルヘルス予防教育
～小学生～

〇R3メンタルヘルス予防教育の
実施に向けた事前研修の開催

（２回）
〇R３モデル校３校（小津小・玉

津小・中洲小）で小学４年生
を対象に実施予定

＋491人
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自尊感情 自分にはよいところがあると思いますか（全国学力学習状況調査から）

(%)

方針作成時

中学３年生の推移（小学６年生時との比較）

直 近

中学３年生 小学６年生時の数値 差

Ｈ30年度調査 ７０．４ ７９．７ ▲９．３

Ｒ１年度調査 ７０．０ ８１．７ ▲１１．７

Ｒ２年度調査 ７６．４ ８１．５ ▲５．１

新・守山版ネウボラ創造プロジェクト③
こどもの育ちをめぐる現状

・差が縮小

・学年とともに下がる
・国、県より低い

※H30年度
に、「こども
の育ち連携取
組方針」を策
定

担当：こども育ち連携推進室



(1)守山小学校敷地拡張事業

担当：教育総務課

大規模校である守山小学校のグラウンド拡張整備を行い、児童の
教育環境の充実を図ります。

①令和元年度
職員用駐車場整備

駐車場計画台数
72台

②令和２年度
グラウンド拡張整備

整備面積
約1,300㎡
(現状の約1.2倍)

年 度
Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

①

②

工事

設計 ６月補正 工事 R3.４～供用開始

３ 学習環境の充実(教育施設の整備)



(2) 守山南中学校大規模改造事業

整備計画

【大規模改造事業】

H28 駐輪場増設、トイレ・階段棟増築

H29 第Ⅰ期 校舎大規模改造工事（校舎）

H30 第Ⅱ期 校舎大規模改造工事（校舎）

Ｒ１～Ｒ２ 第Ⅲ期 校舎棟増改築工事

R2 給食・第２体育館工事、部室棟工事

（今後の予定）

R３ 既存体育館大規模改造工事

担当：教育総務課

守山南中学校の校舎等の老朽化および生徒増に対応するため、校舎の改
修および特別教室棟の増築を行いました。現在は、給食・第２体育館を
建築しており、次年度は体育館の改修に取り組みます。これをもって、
守山南中学校の大規模改造事業を完了します。

校舎棟増改築

RC造 3階建て 約3,700㎡
給食第２体育館

1階 給食調理施設

約870㎡

2階 第２体育館

約957㎡

既存体育館大規模改造

約1,307㎡

部室棟

S造 約570㎡

配置計画 （拡大図）



(3) 中学校給食施設整備事業

守山南中学校
R１ 基本実施設計
R２ 施設整備、調理委託業者選定
R3 9月～給食開始

担当：教育総務課

守山南中学校は、令和３年の２学期から、守山中学校、
守山北中学校、および明富中学校の３校は、令和４年の２
学期から、「自校方式」での給食開始を目指し取組んでい
ます。

守山中学校、守山北中学校、明富中学校
R１・２基本実施設計 R３施設整備、調理委託業者選定
R4 給食準備、9月～給食開始

守山南中学校


