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少子化が深刻な問題となる中、その主たる要因であった晩婚化に加え、夫婦における子ども

の数の減少傾向が継続しており、少子化が今後も進行するものと予想されています。 

また、急速な少子化の進行は、今後、わが国の社会経済全体に極めて深刻な影響を与えると

の認識のもとに、国において、少子化の流れを変えるため、従来の保育に関する施策を中心と

した子育てと仕事の両立支援に関する取組みに加え、「男性を含めた働き方の見直し」、「地

域における子育て支援」、「社会保障における次世代支援」、「子どもの社会性の向上や自立

の促進」を柱とする「少子化対策プラスワン」がとりまとめられました。 

さらに、これを具体化するため、「次世代育成支援対策推進法」（以下「推進法」とい

う。）が、平成15年７月に制定され、推進法に基づく国の策定指針を受けて、市町村及び都

道府県並びに事業主が次世代育成支援対策を推進するための行動計画（以下「行動計画」とい

う。）を策定するという枠組みが整備され、地方公共団体には、行動計画の策定が義務づけら

れています。 

一方、神石郡４町村では「神石郡児童育成計画（平成14年３月）」に基づき、子どもの健

全な育成や子育て支援体制の整備といった子どもと親が健やかに暮らすことができる環境づく

りに取り組んできましたが、次世代育成に向けた施策の一層の充実が求められています。 

こうしたことから、国の策定指針を踏まえて「神石郡児童育成計画」を改定し、既存計画と

の整合を図りながら、合併前に神石郡４町村が連携して、「神石高原町」の行動計画を策定し

ました。 

 

 

 

 

本計画は、「神石郡児童育成計画」の基本理念を継承するとともに「神石郡障害者プラン」な

ど子どもの保健福祉及び健全育成に係る関連計画との整合を図りながら、国の行動計画策定指針

を踏まえて、「神石高原町」における次世代育成支援に係る施策を総合的に示したものです。 

また、本計画は、概ね18歳未満のすべての子どもとその家庭、行政、地域、事業者などの全

てを対象としており、こうした全ての構成員の協働のもと、子どもの健全育成、子育て支援など

の次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進する上での指針となるものです。 

 

 

 

 

 本計画の策定にあたっては、幅広い住民の意見を把握し、計画内容に反映するために、「神

石郡次世代育成支援行動計画策定委員会」を設置して意見を聴取するとともに、子育て中の皆

さんの意見を反映し、実行性のある計画とするために、中学生までの子どもがいる家庭の保護

者全てを対象としてアンケート調査を実施し、こうした多様な意見を反映した計画づくりを行

いました。 

 

 

１１１   計計計画画画策策策定定定ののの趣趣趣旨旨旨 

２２２   計計計画画画ののの性性性格格格 

３３３   計計計画画画策策策定定定ののの経経経緯緯緯   
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近年、少子化、女性の社会進出、家庭における養育機能の低下、近隣関係の希薄化などの

環境の変化に伴い、親の子育て不安の増大と孤立化、子育て費用の増大、子育てと仕事の両

立が難しい社会環境など子育てに係る様々な問題が生じており、安心して子どもを産み育て

られる社会的な支援体制の充実が求められています。 

また、子どもの育成環境については、家庭や地域における人との絆の希薄化により、子ど

もの社会性が育つ環境が損なわれつつあるほか、生活習慣の乱れ、児童虐待やいじめ・不登

校、アレルギー疾患の増加など様々な問題が本町においても顕在化しつつあり、子どもの心

と体の健全な成長を促すことのできる環境づくりが求められています。 

このため、本町では、緑豊かな自然環境と美しい田園環境のもとで、子どもを産み育てた

い男女が安心して産み、育てることができ、生まれた子どもが心身ともにすくすく成長し、

地域全体で子育てを支援する体制の構築を目指して、次のような計画のテーマを掲げ、諸施

策を推進します。 

 

 
 

 

  
計画のテーマを実現するために、次のような５つの基本方針を掲げ、この基本方針のもと

に具体的な施策を推進します。 

 

(1) 子育てに喜びや楽しみを感じることのできる家庭づくり 
 

子どもが健やかに成長するためには、親が子育てに喜びや楽しみを感じ、愛情に満ちた

親子関係のある家庭づくりが基本です。 

このため、子育てにおける家庭の重要性や男女共同参画による子育ての推進についてあ

らゆる機会を通じて意識啓発を図るとともに、親子のふれあいの場づくりなどによる明る

く温かい家庭づくりを推進します。 

また、保護者の多様な相談に迅速かつ的確に対応し、子育て不安や悩みを解消するため、

民生委員・児童委員、母子推進員、役場の各部門、保育所、託児所、幼稚園、小中高等学

校、家庭教育支援センターが一体となって、相談・情報提供体制の充実を図ります。 

さらに、子育てを支援するために、多様な問題の学習機会や親同士の交流機会の充実、

活動の場の整備などの支援を行います。 

 

１１１   計計計画画画のののテテテーーーマママ   

２２２   計計計画画画ののの基基基本本本方方方針針針   
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(2) 子どもの健やかな成長を支援する環境づくり 

 

誰もが安心して子どもを産み、育てられるとともに、子どもの健やかな成長を促すため

には、保護者の子どもに係る養育費・教育費の負担軽減や子育てと仕事を両立できる子育

て支援体制の充実が重要です。 

このため、保護者の養育費・教育費の負担軽減を図るために、児童手当、児童扶養手当

の拡充を国、県に働きかけるとともに、通院・入院医療費の助成やひとり親家庭等への支

援の充実を図ります。 

また、多様な保育ニーズに対応するために、受け入れ年齢・保育時間の統一を図るとと

もに、「託児所たんぽぽ」と連携して０歳児からの保育体制を確立します。また、延長保

育や一時預かり保育を実施する体制の整備に努めるほか、小学校のスク－ルバスによる児

童の送迎を今後も行います。 

さらに、昼間保護者のいない小学生の健全育成を図るために、学童保育の充実を図ると

ともに、この活動を通じて子どもと保護者のふれあいを推進します。 

一方、保護者が出産及び育児と仕事の両立ができるように、産前産後及び育児休業制度

の普及を図るとともに、子育てに対し企業をはじめとする職場における理解を促進します。 

  
(3) 子どもが健康で安心して暮らせる環境づくり 

 

子どもが健康ですくすく成長するためには、乳幼児期からの健康づくりの推進と子ども

自身の健康づくりに対する自覚が重要です。 

このため、乳幼児期から年齢に応じた健康相談・健康教育・健康診査、食に関する教育

を推進するとともに、子ども自らが健康づくりの重要性を認識するように、保育所、託児

所、幼稚園、小中高等学校、行政、地域が連携して意識啓発に努めます。 

また、母子医療の充実を図るために、県及び近隣市町と連携して周産期医療、小児科医

療、小児科救急医療、歯科医療の充実を図るとともに、本町における医療サービスの向上

に努めます。 

さらに、家庭、社会環境の変化等により多様な精神的ストレスを抱えている子どもの心

の健全な成長を促すために、家庭、保育所、託児所、幼稚園、小中高等学校、行政、地域

が連携して、子どもの権利に関する意識啓発、子どもの虐待の防止、子どもの不登校やい

じめへの対応、次代の親の育成に取り組むとともに、多様な悩みを持つ子どもに対する相

談・支援体制の充実を図るほか、障害のある子どもが健やかに成長できる環境づくりを推

進します。 

一方、子どもと子育てにやさしく、安全な環境づくりを推進するために、子どもや親子

連れの利用に配慮した公共公益施設、道路などの整備を推進するとともに、交通事故防止

対策や危険箇所の点検整備などにより不慮の事故に対する防止対策を徹底するほか、子育

て世代の定住を促進するため、子育て支援施設が集積する一帯へ子育てに適した良質な住

宅の供給を推進します。 
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(4) 子どもの豊かな人間性を育む環境づくり 

 

子どもの豊かな人間性を育むためには、特徴のある保育だけでなく、子どもが地域の中

で多様な交流、体験を積むことができる環境整備が重要です。 

このため、保育内容の充実に努めるとともに、親子で多様な交流ができる公園・広場の

充実、小中学生が自主的に活動できる公民館、文化施設の充実、完全学校週５日制に対応

した休日における文化・スポーツ活動、社会経験の場の提供などにより、心身ともに健や

かな子どもの成長を促します。 

  
(5) 子育てを地域で支えるシステムづくり 

 

子どもは、地域での多様な人間関係や経験を通じて成長していくものであり、家庭、保

育所、小中学校だけでなく地域の関わりが重要です。 

このため、子育てに係る意識啓発、子育て支援者・人材の育成、児童健全育成体制の強

化、コミュニティ活動の推進などを通じて、子育てを地域全体で支えるシステムの構築に

努めます。 
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  計画のテーマ及び基本方針に基づく施策の体系は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○家庭の重要性に係る意識啓発の推進 

○男女共同参画による子育ての推進 

○親子のふれあいの促進 

○子育て相談・支援体制の強化 

○家庭教育支援センターの拡充 

○学習機会の拡充 

○交流機会の拡充 

○医療費助成の充実 

○養育費の負担軽減 

○ひとり親家庭等への支援 

○受け入れ年齢、保育時間の統一 

○一時保育の実施 

○病後児保育の検討 

○通所バス運行の充実 

○学童保育の充実 

○産前産後休業及び育児休業制度の普及 

○子育てに対する企業をはじめとする職場に
おける理解の促進 

○母子保健知識の普及 

１ 子育てに喜びや

楽しみを感じる

ことのできる家

庭づくり 

 

(1)子育てに係る意識

啓発の推進 

(2)情報提供・相談体

制の充実 

(3)親の学習・交流機

会の拡充 

(1)経済的支援の充実 

(2)多様な保育ニーズ

への対応 

(3)学童保育の推進 

(4)職場における子育

て支援環境づくり 

(1)保健指導の充実 

２ 子どもの健やか

な成長を支援す

る環境づくり 

 

３ 子どもが健康で

安心して暮らせ

る環境づくり 

 

○健康診査及び訪問指導の充実 

○食に関する教育の推進 

○歯の健康づくりの推進 

○予防接種の推進 

○子ども自身による健康づくりの推進 

○母子医療の充実 

○医療知識の普及 

○歯科医療の充実 

(2)医療対策の充実 

○すこやか育児サポート事業の推進 

３３３   施施施策策策ののの体体体系系系   
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○保育及び教育内容の充実 

○保幼小連携の推進 

○世代間交流の推進 

○公園・広場の整備 

○文化・スポーツ施設の整備 

○子ども会等自主活動の推進 

○文化・スポーツ活動の推進 

○ボランティア活動への参加の促進 

○多様な体験学習の推進 

○指導者の発掘、育成 

○子育てに係る意識啓発 

○子育て支援者・人材の育成 

○児童健全育成体制の強化 

○コミュニティ活動の推進 

○子どもの権利に関する意識啓発 

○子どもの虐待の防止 

(3)健全な心と身体の

成長の支援 

(1)保育及び教育の充

実 

(2)遊び場・課外学習

の場の整備 

(3)地域活動の充実 

３ 子どもが健康で

安心して暮らせ

る環境づくり 

４ 子どもの豊かな

人間性を育む環

境づくり 

 

５ 子育てを地域で

支えるシステム

づくり 

 

○次代の親の育成 

○障害のある子どもが健やかに成長できる環

境づくり 

○子どもに対する相談・支援体制の充実 

○いじめ・不登校への対応 

○思春期保健対策の充実 

(4)子どもと子育てに

配慮した環境づく

り 

○子どもと子育てにやさしいまちづくり 

○子どもと子育てに安全な環境づくり 

○子育てに適した良質な住宅の供給 
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(1) 子育てに係る意識啓発の推進 
 

  ア  現況と課題 
 

家庭における養育力の低下や親（父性、母性）としての意識の希薄化が指摘され、子ど

もの健全な育成を図る上で、親としての自覚を高めることや夫婦を中心とした子どもへの

愛情に満ちた家庭づくりが求められています。一方、アンケート調査結果では女性の約3

／4が就業しており、女性の社会進出が進んできています。こうした中で母親は、配偶者

や自分自身の親の協力を受けているものの、家事、子育ての大部分を担っていると答えた

人が約８割を占めており、家庭における母親の肉体的、心理的負担は大きいものと考えら

れます。 

このため、配偶者に家事・子育てにもっと協力して欲しいと考えている人が約1／4、

子育てにもっと協力して欲しいと考えている人が約２割となっており、夫婦で家事・子育

てに取り組む意識の醸成を図る必要があります。 

こうしたことから、子育てにおける家庭の重要性、親子関係の強化、父親と母親の役割

分担と協力、親としての自覚などの意識を高め、子どもの健全な成長を促す環境づくりを

行う必要があります。 
 

  イ  基本方針 
 

家庭が、子どもの健全な成長を図る上での基本的な場であり、その重要性につい

てあらゆる機会を通じて意識啓発を図るとともに、男女共同参画による子育てにつ

いての意識啓発、親子のふれあいの場づくりなどにより明るく温かい家庭づくりを

推進します。 

 

  ウ  施策の方針 
 

 (ｱ) 家庭の重要性に係る意識啓発の推進 
 

家庭が子どもの体と心の健全な成長を図る上で基本的な場であること、子育てについて

親が責任を持ち、家庭の温かい愛情のもとで育てていくことの大切さなどについて、あら

ゆる機会や広報などを通じて、意識啓発を図ります。 
 

  (ｲ) 男女共同参画による子育ての推進 
 

家庭における固定的な役割分担意識の変革、父親の積極的な子育てへの参加意識の醸成、

男女平等や男女の人権尊重などに係る意識啓発を推進します。 
 

 (ｳ) 親子のふれあいの促進 
 

親子のふれあいを促進し、明るく温かい家庭づくりを支援するため、親子で参加できる

子どもの年齢に応じたイベントの開催を関係機関、関係団体と連携して行います。 

１１１   子子子育育育てててににに喜喜喜びびびややや楽楽楽しししみみみををを感感感じじじるるるここことととのののででできききるるる家家家庭庭庭づづづくくくりりり   
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(2) 情報提供・相談体制の充実 
 

  ア  現況と課題 
 

子育て知識や経験の不足、核家族化、近隣関係の希薄化などの中で周辺からの援助が受

けにくい状況にあることなどから、母親の子育てに対する心理的負担が大きいものと考え

られます。特に、第１子の子育てについては、子育てを通じての人間関係が育まれていな

いことから、その傾向が強いものと考えられます。現在、母親の子育てに関する悩みの相

談相手としては、「配偶者」、「友人・知人」、「自分の親」を挙げた人が大部分で、保

健師、民生委員・児童委員、母子保健推進員は少なくなっています。 

子育てする上での情報源としては、「友人・知人」が大部分を占め、「親などの親類」

や「保育所・学校等の先生」も一定割合挙げられています。また、相談・情報交換をする

上で困ることとしては、「同じ年頃の子どもを持つ親同士の情報交換の場が少ない」、

「子どもの学力、適正を伸ばす上での相談相手がいない」、「子育てに関する情報が入手

しにくい」ことなどを挙げた人が多くなっています。 

こうした中、本町では「家庭教育支援センター」を設置し、幼児から高校生までの育児、

教育、家庭のことなど様々な問題についての相談を受けていますが、周知が不足していま

す。 

また、本センターでは、深刻な相談が多く、１件当たりのカウンセリングに長時間を要

しており、現体制では新たな相談に十分に応じられない状況があります。このため、本セ

ンターを中心として、保護者が子育てに関することで、気軽に何でも相談できる相談・支

援体制の拡充を図る必要があります。 
 

 イ  基本方針 
 

就学前、小学生、中学生の子どもを持つ保護者の多様な相談に迅速かつ的確に対

応し、子育て不安や悩みを解消するため、民生委員・児童委員、母子推進員、保健

師活動の充実、家庭教育支援センターの機能強化、保育所、託児所、幼稚園、小中

高等学校との連携の強化などにより、相談・支援及び情報提供体制の充実を図り、

働く母親をはじめとする保護者を支援します。 

 

 ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 子育て相談・支援体制の強化 
 

子育てに悩む母親などの保護者に対して、子育て相談に対する適切な助言や総合的な支

援をするために、身近な地域において民生委員・児童委員や母子推進員による相談活動の

強化を図ることとし、こうした活動を周知するとともに定期的な訪問、電話による声かけ

などにより、気軽に相談される人間関係づくりに努めます。さらに、民生委員・児童委員

や母子推進員に対して母子保健に関する研修の場の充実を図り、資質の向上に努めます。 

また、役場保健福祉部門及び教育委員会、保育所、託児所、幼稚園、小中高等学校の連

携体制の強化を図り、子どもの成長に応じた継続的な相談・支援を行うとともに、保育士、

教師等の研修の充実により、資質の向上を図ります。 

さらに、子育てに関する相談・支援の核となる家庭教育支援センターとこれら機関との

連携を一層強化し、迅速かつ的確に対応できる体制を確立します。 



 - 9 - 

 

(ｲ) 家庭教育支援センターの拡充 
 

家庭教育支援センターは、乳幼児から高校生までの子どもや保護者、保育、教育に携わ

る保育士、教師などの多様な相談に応じる場であり、相談・支援体制の一層の充実を図り

ます。 

このため、就学前の子どものいる保護者と小中高等学校に通学する子どものいる保護者

では、相談内容が異なることから、就学前相談係と小中学生及び高校生相談係を設置し、

相談員の増員により初期段階における相談・支援体制の拡充を図ります。 

また、家庭教育支援センターと民生委員・児童委員、母子推進員、保健師、保育所、託

児所、幼稚園、小中高等学校との連携を強化し、迅速な対応ができる体制づくりを行いま

す。 

特に、就学前相談係においては、保育所、託児所、幼稚園に通っていない子どものいる

保護者の子育てを保健師と連携して支援するために、子育て情報の収集・提供を行うとと

もに、各地域の「つどいの広場」に出張して、子育て相談（週１回程度）を行います。 

さらに、こうした相談を踏まえて、専門的な指導が必要な場合については、今までどお

り心理療法士による専門的なカウンセリングを行いますが、相談件数の増加に対応して相

談日の拡充に努めるほか、児童相談所等の専門的相談・支援機関との連携を強化します。 

 

図 子育てに関する相談・支援体制 
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(3) 親の学習・交流機会の拡充 

 

  ア  現況と課題 
 

アンケート結果をみると、相談の場や情報交換の場の整備についての要望で「いつでも

自由に集まり、親子が交流できる場」、「子どもに遊びを教えたり、しつけを指導してく

れる場」、「子どもを持つ親が集い、情報交換ができる場（子育てサークルなど）」の３

項目を挙げた保護者が多く、育児学級や療育教室の充実、自主的な子育てサークルの支援

などにより学習・交流機会を拡充する必要があります。 

また、保護者の学習ニーズは子どもの年齢に応じて多種多様であり、役場保健福祉部門、

教育委員会、関係機関と連携して、学習機会の拡充を図る必要があります。 
 

  イ  基本方針 
 

母親などの保護者の子育て不安を解消し、楽しく子育てできるように、子育てに

係る多様な問題を学習する機会や保護者相互の交流機会の充実、活動の場の提供な

どを推進します。 

 

  ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 学習機会の拡充 
 

母親など保護者の子育てに係る悩みを解消し、楽しく子育てができるように、子どもの

年齢、テーマに応じた母親学級、父親学級、育児教室、親子ふれあい教室、講演会などの

学習の場の拡充を図るとともに、学習の場への参加を促進するため、乳幼児のいる保護者

に対する乳幼児の一時預かりや、働いている保護者に対する開催日・開催時間などの配慮

を行います。 

 

(ｲ) 交流機会の拡充 
 

母親などの保護者相互の交流を一層推進するため、既存の子育てサークル（４サーク

ル）の活動回数及び活動内容の拡充を図ることとし、これら活動を「つどいの広場」事業

として位置づけ、活動に対する支援を行います。 

また、これら子育てサークルに対しては、保健師、家庭教育支援センター（就学前相談

係）が活動を支援します。 

さらに、仕事を持つ母親などの保護者が交流の場に参加しやすいように、閉館時刻の延

長や休日開館などを検討します。 
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表 つどいの広場の活動イメージ 

区  分 内      容 

目  的 ○保育所に入所していない乳幼児（主に０～２歳児）を持つ親とその子ど

もが気軽に集い、交流するとともに、育児相談などを行う場を設置しま

す。（育児相談には、保健師、家庭教育支援センター相談員などが対応

します。） 

実施主体 ○町 

活動場所 ○４地域 

活動日数 ○各地域で１回／週以上（参加人数に応じて開催回数を増やします） 

活動内容 

 

○交流、集いの場の提供、子育て相談・援助、子育て情報の提供、子育 

て講習会の実施等 

活動への 

支援 

 

○保健師、栄養士 

○家庭教育支援センター相談員（出張相談） 

○民生委員・児童委員、母子推進員 
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(1) 経済的支援の充実 
 

  ア  現況と課題 
 

アンケート調査結果をみると、就学前及び小学生の子どものいる母親などの保護者で、

子育て環境の充実に関する要望として、「保育所や幼稚園費用負担の軽減」、「養育費や

教育費に対する経済的援助」、「医療費の負担軽減」などの経済的支援を挙げる人が多く

なっています。 

また、現在の子どもの人数が理想の子どもの人数より少ない理由として、「子育てに対

する経済的負担が大きい」を約４割の人が挙げており、子育てに係る経済的支援の充実が

求められています。 
 

 イ  基本方針 
 

保護者の養育費・教育費の負担軽減を図るために、医療費助成、児童手当、児童

扶養手当やひとり親家庭等への支援などの充実を国、県に働きかけます。 

 

 ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 医療費助成の充実  
 

医療を必要とする妊産婦や未熟児、身体に障害のある児童に対して、医療費助成制度を

活用して、育成医療費及び更正医療費、療養援護費などの支給を行い、疾病の早期治療と

障害の軽減の推進を図ります。 

また、医療費助成制度については、乳幼児の健康管理と適正な医療の確保を図るために、

平成16年10月１日から就学前の子どもを対象として通院医療費、入院医療費の助成を行

っており、今後も医療費助成の一層の充実に努めます。 
 

  (ｲ) 養育費の負担軽減 
 

生活の安定と次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的として、就学前の子ど

もを養育している親に対して支給する児童手当の支給額の引き上げや支給期間の延長を、

近隣市町と連携して国、県へ働きかけます。 
 

  (ｳ) ひとり親家庭等への支援  
 

ひとり親家庭等を支援するために、児童扶養手当の拡充について国、県へ働きかけると

ともに、就学資金や住宅資金などについては、母子福祉資金、生活福祉資金などの公的資

金の活用を啓発します。 

また、平成18年10月１日から「ひとり親家庭等医療費公費負担事業」の実施により、

医療費助成の充実を図ります。 

２２２   子子子どどどもももののの健健健やややかかかななな成成成長長長ををを支支支援援援すすするるる環環環境境境づづづくくくりりり   
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(2) 多様な保育ニーズへの対応 

 

  ア  現況と課題 
 

本町には保育所が５か所ありますが、現在、受け入れ年齢、保育時間は保育所によって

異なっています。アンケート調査結果では、受け入れ年齢については０歳児からの受け入

れ、保育時間については閉所時刻の延長を求める人が多いほか、一時預かりについても６

割以上の人が利用意向を持っています。さらに、子どもが病気または病気回復期で、家族

が面倒をみることが難しい時に、子どもを預かる病後児保育についても、８割以上の人が

利用意向を持っており、こうしたニーズに対応した保育サービスの拡充について検討する

必要があります。 

 

 イ  基本方針 
 

保護者の多様な保育ニーズに対応するために、保育所における乳児保育、延長保

育の実施や、子どもの一時保育体制の確立などに努めます。 

 

 ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 受け入れ年齢、保育時間の統一 
 

保育所の受け入れ年齢は、保育所によって異なりますが、当面は現状の保育時間を維持

します。将来は、保育所の受け入れ年齢を２～５歳児とし、０～１歳児については「託児

所たんぽぽ」で受け入れを行います。 

保育時間（基本保育、時間外保育）については、合併を契機に次のように統一しますが、

保護者の仕事上やむを得ない場合、平日については19時15分までの延長保育の実施を検

討します。また、土曜日については12時30分までとしますが、平日と同様に19時15分

までの延長保育の実施を検討します。 
 

 表 保育所の保育時間 
 

区 分 開所時刻 閉所時刻 基本保育時間 時間外保育 

平 日 ８時30分 17時15分 ８時間45分 早朝７時45分～８時30分 

夕方17時15分～18時 

土曜日 ８時30分 12時30分 ４時間   早朝７時45分～８時30分 

 

(ｲ) 一時保育の実施 
 

  本町では、３歳児以上についてはほとんどの子どもが保育所または幼稚園に通所してい

ますが、３歳児未満については、保育所または託児所への通所率が４割未満と低くなって

います。こうした保育所及び託児所に通所していない子どもの保護者が、病気や緊急の用

事で子どもの面倒を見ることができなくなった場合や、町村出身者の里帰りの場合などの

一時保育ニーズに対応するため、今後は、託児所だけでなく保育所においても一時保育を

実施します。 
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(ｳ) 病後児保育の検討 
 

子どもが病気または病気回復期で、家族が面倒をみることが難しい時に、子どもを預か

る病後児保育については利用意向が高いですが、さらに詳細なニーズの把握を行った上で、

実施体制の検討を行います。 

   

(ｴ) 通所バス運行の充実 
 

油木、神石及び三和地域では、小学生のスクールバスへ同乗する形で保育所児童の通所

手段を確保しており、こうした送迎サービスを今後も継続します。 

また、平成16年度で廃園となる上野保育園、近田保育園の児童についても、小学校の

スクールバスへの同乗により通所手段を確保します。 

なお、３歳児未満の児童については、保護者などの付き添いがないと送迎の安全確保が

難しいため、保護者による送迎とします。 
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(3) 学童保育の推進 

 

  ア  現況と課題 
 

本町においては、昼間保護者のいない児童の健全な育成を図るとともに、児童相互の交

流を促進するために、社会福祉法人への委託またはシルバー人材センターを担い手として、

学童保育を４地域で実施していますが、学童保育内容や施設の一層の充実を図る必要があ

ります。 
 

 イ  基本方針 
 

昼間保護者のいない児童の健全育成を図るために、学童保育の充実を図るととも

に、この活動を通じて子どもと保護者のふれあいを推進します。 

 

 ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 学童保育の充実 
 

昼間保護者のいない児童の健全な育成を図るとともに、児童相互の交流を促進するため、

社会福祉法人、シルバー人材センターと保健福祉部門、教育委員会が連携して、保育内容

の充実を図るほか、児童が快適に過ごせるように設備や備品を充実します。 

また、来見小学校及び高蓋小学校で平日の学童保育を受ける児童に対しては、「放課後

児童施設わらべ」へ通所するための交通手段を確保します。 

なお、保護者に対して本事業への積極的な参加を働きかけ、子どもと保護者のふれあい

及び保護者同士の交流の場となるように運営します。 
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(4) 職場における子育て支援環境づくり 
 

  ア  現況と課題 
 

女性の社会進出が進み、既婚女性の就業率も高くなっています。本町においても、アン

ケート調査結果によれば、就学前から中学生までの子どものいる母親の約７割が就業して

おり、今後さらに増加するものと見込まれます。 

一方、産前産後休業及び育児休業を十分とれると答えた人は約６割となっており、出産

を契機として仕事をやめざるを得ない状況があるものと考えられます。また、農業、商業

などの自営業の家庭においては出産、育児に対する家族の理解が不十分な面があるものと

考えられます。こうしたことから、女性が出産及び子育てと仕事を両立できるように、職

場における子育て支援環境づくりを推進する必要があります。 
 

 イ  基本方針 
 

女性が出産及び育児と仕事の両立ができるように、産前産後休業及び育児休業制度の

普及を図るとともに、子育てに対する企業・職場における理解の促進を図ります。 

 

 ウ  施策の方針 
 

 (ｱ) 産前産後休業及び育児休業制度の普及 
 

産前産後休業及び育児休業制度に対する住民・事業所の理解を深めるために、様々な媒

体、機会を通じて制度の普及、意識啓発の推進を図ります。 

特に、不安定な雇用形態で働いている人については関係機関への働きかけを一層強化す

るとともに、農業をはじめとする自営業者については、産前産後休業及び育児休業がとれ

るように家族の理解を深めます。 

 

 (ｲ) 子育てに対する企業をはじめとする職場における理解の促進 
 

   就学前の子どもを始めとする子育てと仕事の両立の大変さについて、企業をはじめとす

る職場における理解の促進を図るために、町内の事業所に対して次世代育成支援に関する

講演会を開催するとともにＰＲパンフレットの発行を行うほか、事業主が次世代育成支援

対策に主体的に取り組むように働きかけます。 
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(1) 保健指導の充実 
 

  ア  現況と課題 
 

子どもを取り巻く環境の変化は、子どもの生活習慣に大きな変化を与えており、アンケ

ート調査結果をみると、朝食を食べない子どもはわずかですが、好き嫌いのある子どもは

各年代ともに多くなっています。また、一般的に、遊び時間の減少、戸外での運動の減少

による基礎体力の低下、睡眠時間の減少なども指摘されており、子どもの健康面への影響

が懸念される状況にあります。 

また、全国的な傾向として、子どもの肥満、生活習慣病、アレルギー疾患などの疾病が

増加しており、これらの疾病を予防するためには、乳幼児期からの健康管理、食への関心

の醸成が重要であるとともに、母親などの保護者だけでなく子ども自らが健康づくりの重

要性を自覚する必要があり、子どもに対する健康づくりに係る意識啓発の推進を図る必要

があります。 

 

イ  基本方針 
 

子どもが健康ですくすく成長できるように、乳幼児期からの年齢に応じた健康相

談・健康教育・健康診査、食に関する教育を推進するとともに、子ども自らが健康

づくりの重要性を認識するように、保育所、託児所、幼稚園、小中高等学校、行

政、地域などの関係機関が連携して意識啓発に努めるほか、思春期保健対策の充実

を図ります。 

 

  ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 母子保健知識の普及  
 

妊産婦や乳幼児の保護者に対して行うマタニティスクール、保健師による妊婦訪問相談

事業、新生児及び乳幼児訪問事業、つどいの広場、療育教室などあらゆる機会を通じて、

妊娠・出産・育児に関する保健指導の充実を図るほか、母子推進員による保健知識の普及

を図ります。 

また、働く母親がこうした事業を利用または参加できるように、休日におけるつどいの

広場の実施を検討します。 

さらに、ホームページなどで、広島小児救急医療相談電話や福山診療所などの周知を図

るとともに、子育て支援情報の提供を図ります。 

 

(ｲ) すこやか育児サポート事業の推進 
  

本事業は、妊婦や１歳までの子どもを持つ保護者の育児不安、疑問に対応するために、

産婦人科医、小児科医、保健師の紹介により、小児科医による保健指導や保健師による訪

問指導を行うもので、本事業の周知と利用の促進を図ります。 

 

３３３   子子子どどどもももががが健健健康康康ででで安安安心心心しししててて暮暮暮らららせせせるるる環環環境境境づづづくくくりりり   
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  (ｳ) 健康診査及び訪問指導の充実 
 

母子に係る健康診査の充実を図るため、小児科医による健康診査の充実、健康診査回数、

健康診査年齢の拡充を図るとともに、健康診査後の指導を徹底するため、妊産婦・乳幼児

や未熟児など継続的な保健指導を必要とする子どもへの、保健師の訪問指導を強化します。 

また、健康診査時に、保護者の育児不安の軽減等を図るため、臨床心理士による育児不

安や悩みに関する個別相談・支援を推進します。 

さらに、障害の早期発見を図るため、保育所、託児所、幼稚園及び小中高等学校におけ

る定期的な健康診断を実施するとともに、発達不安や障害が発見された場合の保健指導、

療育支援などを関係機関と連携して実施します。 

 

(ｴ) 食に関する教育の推進 
 

乳幼児期からの正しい食事の取り方や望ましい食生活の定着、食を通じての豊かな人間

形成・家族関係づくりなどによる子どもの心身の健全な育成を図るとともに、母性の健康

を確保するため、離乳食・幼児食講習会など保健師や栄養士などによる講座の開催や母子

推進員による食に関する意識啓発を推進します。 

また、小中学生及び高校生が健やかに成長する上で、食生活に関心を持ち、自分の食生

活を自分で考える力をつけるように、食に関する知識と関心を醸成する教育を推進します。 

さらに、地元食材の学校給食への活用、地元生産農家との交流、農業体験などを通じて、

食事、農業、環境などへの関心を高めるように意識啓発を図ります。 

 

(ｵ) 歯の健康づくりの推進  
 

歯の健康づくりを推進するため、胎児期から乳幼児期、学童期に至る発達段階に応じた

歯科保健対策を、保育所、託児所、幼稚園、小中学校、関係機関と連携して推進します。 

 

  (ｶ) 予防接種の推進 
 

予防接種に関する正しい知識の普及と予防接種への参加の促進を図るとともに、予防接

種を受けやすくするために、集団予防接種だけでなく、医療機関で個別に予防接種を受け

ることができるように予防接種の広域化に取り組みます。 

 

(ｷ) 子ども自身による健康づくりの推進 
 

子ども自らが健康管理に興味を持つように、規則正しい生活習慣や学校給食を通じての

望ましい食生活習慣の指導、生活習慣病予防に係る指導、喫煙・飲酒に関する健康教育な

ど、役場保健福祉部門、教育委員会が連携して小中高等学校における健康管理指導の充実

を図ります。 
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(2) 医療対策の充実 
 

 ア  現況と課題 
 

本町には、病院が１か所（県立神石三和病院）、一般診療所が４か所、医師派遣診療所

が３か所、歯科診療所が５か所あり、その中で小児医療を行っている医療機関が１か所あ

ります。現在は各地域に医療機関があるものの、医師の高齢化が進んでおり、現状の医療

体制の維持さえも懸念される状況にあります。 

こうした状況のため、アンケート調査結果をみると、子育て環境の充実に対する希望と

して、「医療機関の充実」が就学前の保護者で約3／4、小学生の子どもを持つ保護者で

約４割と、それぞれ第１位に挙げられています。 
 

 イ  基本方針 
 

母子に対する医療の充実を図るために、関係機関と連携して周産期医療、小児医

療、小児救急医療、歯科医療等の充実を図ります。 

 

 ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 母子医療の充実 
 

母子の疾病、疾病による後遺症を予防するため、県及び近隣市町と連携して福山・府中

二次保健医療圏における周産期医療体制の充実を図ります。 

注：周産期とは妊娠満22週から生後１週未満までの期間をいう。この期間は、母子とも

に異常を生じやすいので、突発的な緊急事態に備えて産科・小児科双方から一貫し

た医療体制が必要であり、特に周産期医療と表現しています。 
 

また、子どもに対して迅速で適切な医療を実施するために、県及び近隣市町と連携して

福山・府中二次保健医療圏における小児医療体制、小児救急医療体制の充実を図るほか、

保護者に対して小児科や小児救急医療機関の周知を徹底します。 

 

  (ｲ) 医療知識の普及 
 

子どもの病気への初期対応として、的確な判断や処置が重要であることから、医師会と

連携して、保護者や母子推進員などを対象とした救急講座の開催や医療情報の提供に努め

ます。 

 

  (ｳ) 歯科医療の充実 
 

母子に係る歯科医療の充実を図るため、県、近隣市町、神石地区医師会などと連携して、

診察日の拡充、休日当番医制度の拡充、救急歯科医療体制の強化などに努めます。 
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(3) 健全な心と身体の成長の支援 
 

  ア  現況と課題 
 

家庭における保護者の子育て不安、児童虐待の増加、不登校の顕在化、少年犯罪の増加

など子どもの心と身体の成長時期における問題が多様化してきており、本町の次代を担う

子どもが健やかに成長できるように、家庭や保育所、託児所、幼稚園、小中高等学校にお

ける取り組みだけでなく、地域全体の問題として捉え、援助を必要としている子どもの早

期発見や気軽に相談できる体制の確立が求められています。 

また、思春期においては、精神的にも肉体的にも著しく変化する時期であり、本町にお

いても様々な原因による精神的ストレスを感じている子どもがいると考えられ、子どもに

対する相談援助体制の充実が求められています。 
 

 イ  基本方針 
 

家庭、社会環境の変化等により多様な精神的ストレスを抱えている子どもの心の

健全な成長を促すために、家庭、保育所、託児所、幼稚園、小中高等学校、行政、

地域が連携して、子どもの権利に関する意識啓発、子どもの虐待の防止、いじめ・

不登校への対応、次代の親の育成に取り組むとともに、多様な悩みを持つ子どもに

対する相談・支援体制の充実、思春期保健対策の充実を図るほか、障害のある子ど

もが健やかに成長できる環境づくりを推進します。 

 

 ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 子どもの権利に関する意識啓発 
 

子どもの権利（子どもの権利に関する条約）、子どもの権利擁護、子どもの心の問題等

に対する意識啓発や障害児の権利擁護に対する意識啓発をあらゆる機会を通じて推進する

ほか、地域全体で子どもの健全な心の成長を支援する体制づくりに努めます。 
 

  (ｲ) 子どもの虐待の防止  
 

児童虐待についての知識や理解を深め、的確な対応や関係機関との迅速な連携を図るた

めに、関係職員の研修を強化して資質の向上を図るほか、住民に対する児童虐待に関する

講演会の開催、パンフレットの発行などにより意識啓発を推進します。 

また、虐待を受けた子どもを早期に発見し、適切な支援ができるように、保健・医療・

福祉・教育・警察等の関係機関が連携して虐待防止に係る連絡会議を設置して、早期発見

体制を確立するほか、民生委員・児童委員や母子推進員の協力・連携により、身近な地域

での子どもの見守り体制を確立します。特に、子どもに日常的に接している保育士、教師

による見守り体制を充実します。 

さらに、児童虐待の兆候が感じられる場合は、早急に児童相談所に通知して適切な判断

を仰ぐとともに、児童虐待と判断された場合は、その内容に応じて適切かつ迅速に対応で

きる体制を構築します。 

一方、子ども自身が児童虐待を認識し、助けを求めることができるよう、子どもに対す

る意識啓発を学校教育の場を通じて行います。 
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 (ｳ) いじめ・不登校への対応 
 

   いじめや不登校については、小中高等学校、保護者、行政及び家庭教育支援センターが

連携して、不登校に悩む子どもの居場所づくりやひきこもりがちな子どもに対する訪問指

導に努めます。 

特に、家庭教育支援センターにおいては、子ども、保護者、保育士、教師などが気軽に

相談できる雰囲気の醸成を図ります。 

 

(ｴ) 次代の親の育成 
 

   次代の親となる子どもが、子育ての楽しさや男女が協力して家庭を築くこと及び子ども

を生み育てることの意義について理解を深めることができるように努めます。このため、

保育所や乳幼児健診の場などを活用して、中高校生と乳幼児、保育所及び幼稚園の園児と

のふれあいの場を提供します。 

 

(ｵ) 障害のある子どもが健やかに成長できる環境づくり 
 

障害のある子どもが地域社会の中で健やかに成長できるように、療育教室の充実や保育

所、託児所、幼稚園、小中高等学校における受け入れ環境の充実を図るとともに、地域に

おける交流を推進します。 

  

  (ｶ) 子どもに対する相談・支援体制の充実 
 

児童のいじめ、思春期における悩み、家族の問題、本人に対する虐待などに迅速かつ適

切に対応するために小中高等学校における相談・支援体制の充実を図るほか、子どもが自

分の悩みを気軽に相談できるように、県に対して「子ども何でもダイヤル」、「いじめダ

イヤル24」、「思春期ホットライン」などの電話相談体制の充実を働きかけるとともに、

小中高等学校などにおいてこれら電話相談サービスの周知を図ります。 

また、子どもの持っている多様な悩みを気軽に相談できるように、家庭教育支援センタ

ーの周知を図るとともに、メールを通じての相談など子どもが相談しやすい環境づくりを

行います。 

さらに、小中高等学校においても、子ども達の悩みごとに対し、保健主事や養護教諭を

中心とする相談・支援体制の充実に努めます。 

 

(ｷ) 思春期保健対策の充実 
 

母性、父性に対して正しく理解し、自分及び他人を大切にする心を育み、思春期の心と

体の健康づくりを推進するため、性に関する正しい知識の普及と健全な意識の醸成を図り

ます。  

また、行政だけでなく各種団体と連携して、喫煙や毒物の有害性などについての基礎知

識の普及を図るとともに、行政、小中高等学校、家庭教育支援センターが連携して、喫煙、

飲酒、薬物乱用などの危険行動に陥りやすい子どもに対する相談体制の充実を図ります。
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(4) 子どもと子育てに配慮した環境づくり 

 

  ア  現況と課題 
 

現在の生活環境は、子ども及び親子づれで利用する場合に配慮が不十分な点があり、子

ども及び子どもづれの保護者の立場に立った施設、環境の整備が求められています。 

また、近年の国道、県道などにおける交通量の増加に伴う交通事故の危険性が増大して

おり、交通事故防止対策の一層の充実が必要になっているほか、子どもにとって事故の危

険性の高い箇所の点検、事故を起こしやすい場面の周知などにより不慮の事故を未然に防

止する必要があります。 

さらに、本町は、緑豊かな自然、美しい田園環境が維持されていることなど子育てに適

した環境にあり、子育て世代の定住を促進するための住宅対策を推進する必要があります。 
 

 イ  基本方針 
 

子どもと子育てにやさしいまちづくりを推進するために、乳幼児や就学前の子ど

もの利用に配慮した公共公益施設、道路などの整備を推進するとともに、子どもと

子育てに安全な環境づくりを推進するため、交通安全対策や、危険箇所の点検整備

などの不慮の事故の未然防止対策を徹底します。 

さらに、子育て世代の定住を促進するため、子育て支援施設が集積する一帯へ子

育てに適した良質な住宅の供給を推進します。 

 

 ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 子どもと子育てにやさしいまちづくり 
  

乳幼児を持つ保護者が公共公益施設を利用しやすいように、授乳室及び託児室、子ども

用便器や手洗い器の設置やベビーカーの配置などに努めるほか、ベビーカー、子どもの利

用に配慮した段差の少ない歩道づくり、ベンチの設置などに努めます。 

 

  (ｲ) 子どもと子育てに安全な環境づくり 
  

子どもの事故防止対策を推進するため、子どもが起こしやすい事故の防止に係る意識啓

発や子どもに対する安全教育を保育所、託児所、幼稚園、小中高等学校、地域などで推進

します。特に、本町においても国道、県道などで自動車交通量が増加しており、交通安全

運動、交通安全教育、チャイルドシートの着用などの交通安全対策を推進します。 

また、子どもを犯罪などの被害から守るために、本町の青少年健全育成推進会議を核と

するとともに地域や関係機関と連携して、保育所、託児所、幼稚園、小中高等学校の敷地

内外での不審者・防犯対策を強化します。 

さらに、子どもに安全な環境づくりを行うために、住宅、保育所、託児所、幼稚園、小

中高等学校などの点検と整備や、子どもに危険な箇所の把握等を行い、保護者及び子ども

への周知を図ります。   
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 (ｳ) 子育てに適した良質な住宅の供給 
 

子育て世代の定住を促進するため、役場、保育所、託児所、小学校、医療機関などが集

積して子育てに適した場所に、乳幼児の子育てに配慮した特定公共賃貸住宅の建設や住宅

地供給を推進するほか、公営住宅における多子世帯優先入居制度の活用を推進します。 

 



 - 24 - 

 
 

 

(1) 保育及び教育の充実 
 

  ア  現況と課題 
 

保育所及び幼稚園は、子育て支援だけでなく就学前教育の場として重要な役割を果たし

ており、今後も、地域特性を生かし、元気でたくましい子どもの育成に向けて、保育内容

の充実を図る必要があります。 
 

 イ  基本方針 
 

就学前の子どもが健やかに成長するように、保育所及び幼稚園の保育内容の充実

を図るとともに、保育士、教員の資質の向上に努めるほか、高齢者等の多様な世代

との交流を推進します。さらに、幼児期から児童期への連続性のある教育を行うた

め、保幼小連携を強化します。 

 

 ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 保育及び教育内容の充実 
 

保育所及び幼稚園において、基本的な生活習慣の習得、豊かな感性や創造性、主体性を

育む教育を地域の特性を生かして推進するとともに、保育士及び教員研修の充実を図り、

資質の向上に努めます。さらに、障害のある児童の受け入れを行い、障害の種別、状態に

応じた保育に努めます。 

 

 (ｲ) 保幼小連携の推進 
 

   幼児期から児童期への連続性のある教育を行うため、保育所及び幼稚園と小学校の連携

を強化することとし、保育士及び教員の合同研修会の開催や交流、保育所、幼稚園の児童

と小学校低学年児童との交流、保幼小の一貫したカリキュラムの作成などを推進します。 

 

 (ｳ) 世代間交流の推進 
 

児童の豊かな感性や創造性を育むために、町内の高齢者をはじめとする多様な世代との

交流を推進します。 
 

 

 

４４４   子子子どどどもももののの豊豊豊かかかななな人人人間間間性性性ををを育育育むむむ環環環境境境づづづくくくりりり   
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(2) 遊び場・課外学習の場の整備 

 

  ア  現況と課題 
 

アンケート調査結果をみると、子育てする上で欲しい施設として、放課後や休祭日など

に子どもが児童厚生員のもとで遊んだり、勉強したりできる児童館は、就学前及び小学生

の子どもを持つ保護者を中心にニーズが高くなっています。また、就学前の子どもを持つ

保護者では、身近な公園を、中学生の子どものいる保護者では図書館の割合が高くなって

います。 

また、プール（温水プール）については、就学前、小中学生の子どもを持つ保護者それ

ぞれにおいて高い割合になっています。 

今後は、こうした保護者のニーズを踏まえて、遊び場や課外学習の場の整備に取り組む

必要があります。 
 
      表 子育てする上で欲しい施設（上位３位） 
 

区  分 第１位 第２位 第３位 

就学前の子ども 児童館    51％ 身近な公園  42％ ﾌﾟｰﾙ(温水ﾌﾟｰﾙ)29％ 

小学生の子ども 児童館        54％ ﾌﾟｰﾙ(温水ﾌﾟｰﾙ)31％ 図書館    30％ 

中学生の子ども 図書館        39％ 児童館    36％ ﾌﾟｰﾙ(温水ﾌﾟｰﾙ)24％ 

 

 イ  基本方針 
 

子どもが集団で遊べ、保護者相互の交流の場となる公園・広場の整備や、小中学

生が自主的に活動できる場の整備に努めます。 

 

 ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 公園・広場の整備 
 

既存の公園・広場に、遊具、砂場、ベンチ、木陰等を配置し、子どもや保護者が利用し

やすい環境に整備するとともに、必要に応じて公園・広場の整備を行います。 
 

  (ｲ) 文化・スポーツ施設の整備 
 

小学生高学年や中学生の自主的な学習活動を推進するために、図書館などの文化施設の

拡充、空き施設の活用に努めるほか、温水プールなどスポーツ施設の整備を検討します。 
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(3) 地域活動の充実 

 

  ア  現況と課題 
 

アンケート調査結果をみると、子育て環境の充実に関する要望において、小学生の子ど

もを持つ保護者では「子どもが自然とふれあう場や機会の増大」、「芸術文化に親しむ機

会の増大」、「スポーツに親しむ場や機会の増大」、中学生の子どもを持つ保護者では、

「芸術文化に親しむ機会の増大」、「ボランティア等の地域活動や社会活動の促進」がそ

れぞれ２割前後と比較的多くなっており、保護者は子どもが文化・スポーツ活動や社会経

験など多様な体験ができる場や機会の拡充を要望しています。 

一方、完全学校週５日制の導入については、小中学生ともに「何もせずぶらぶらしてい

る時間が増えた」を挙げた人の割合が最も高くなっている一方、「家族とふれあう時間が

増えた」、「友達と遊ぶ時間が増えた」、「家の手伝いをする時間が増えた」など肯定的

な評価をしている人の割合も高くなっています。 

また、完全学校週５日制の導入に伴い子どもに望むこととしては、小中学生ともに「規

則正しい生活を送ること」の割合が最も高く、今後は、余暇時間の増大を生かして、子ど

もに多様な体験学習の場を提供することによって、子どもの心身の成長を促す必要があり

ます。 
 

 イ  基本方針 
 

完全学校週５日制の導入を生かし、子どもに文化・スポーツ活動、社会体験の場

を提供することにより、子どもが地域社会の一員としての自覚や社会性を身につけ

るように、行政及び関係団体が連携して、こうした機会の提供に努めます。 

 

 ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 子ども会等自主活動の推進 
 

子どもが、地域で年齢を超えた交流、活動する場としての子ども会活動は重要であり、

今後も活動の推進を図ります。 
 

  (ｲ) 文化・スポーツ活動の推進 
       

文化・芸術、伝統芸能活動を通じての子ども同士の交流の促進と情操豊かな子どもの育

成を図るため、教育委員会と文化団体が連携して、公民館活動への小中高等学校に通学す

る子どもの参加を促すほか、これらの子どもを対象とした文化学習機会の提供、文化イベ

ントの開催などを推進します。 

また、子どもの健康づくり、スポーツを通じての子ども同士の交流の促進を図るため、

スポーツ少年団等の育成を推進するとともに、支援の充実を図ります。 
 

 (ｳ) ボランティア活動への参加の促進 
 

小中高等学校に通学する子どもの福祉、人権に係る意識や社会性を高めるため、社会福

祉協議会、関係団体などと連携して、これら子どものボランティア活動への参加の促進を

図るとともに、生涯ボランティア意識の醸成を図ります。 
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  (ｴ) 多様な体験学習の推進 
 

本町の各種団体と連携して、小中高等学校に通学する子どもに緑豊かな自然、田園環境

を生かした多様な体験学習の場の提供を図ります。 

 

 (ｵ) 指導者の発掘、育成 
 

小中高等学校に通学する子どもに多様な体験学習機会を提供するため、高齢者の知識や

経験を活用するとともに、指導者、ボランティアの育成を推進するほか、これら指導者を

養成するため研修制度の充実を図ります。 

さらに、休日における体験学習の場として、公民館、保育所、小中高等学校などの施設

開放を推進します。 
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  ア  現況と課題 
 

子どもは、地域での多様な人間関係や経験を通じて成長していくものですが、近隣関係

の希薄化が進むとともに、自分の子ども以外に対して無関心な保護者が増加しているほか、

子どもの遊びの変化などにより、子どもと地域の関わりが少なくなってきています。 

アンケート調査結果では、０歳から中学生までの子どもがいる全ての保護者が、子ども

のしつけについての悩みを上位に挙げており、こうした問題は保育所、託児所、小中高等

学校や家庭だけでなく、地域全体で一貫した方針で取り組むことにより成果を挙げられる

ものと考えられ、地域コミュニティの醸成などを通じて、地域で子育てを支援する体制づ

くりに取り組む必要があります。 
 

 イ  基本方針 
 

子どもの心身ともに健やかな成長を促すために、子育てに係る意識啓発、子育て

支援者・人材の育成、町内における児童健全育成体制の強化、コミュニティ活動の

推進などを通じて、子育てを地域全体で支えるシステムの構築に努めます。 

 

 ウ  施策の方針 
 

  (ｱ) 子育てに係る意識啓発 
 

多様な人との交流を通じて子どもの社会性が育まれることから、地域全体で子どもの健

全な育成を行うことの重要性についての、住民一人ひとりへの意識啓発を推進します。 
     

  (ｲ) 子育て支援者・人材の育成 
 

子育てに不安のある保護者を支援するため、民生委員・児童委員や母子推進員など地域

で子育てを支援する人材の育成を図ります。 

特に、母子推進員については、母子保健に関する地域の実態を把握し、保健師と連携し

て母子保健知識及び事業の周知、活動への協力を行うとともに、母子を訪問して子育て相

談へ対応します。 
 

  (ｳ) 児童健全育成体制の強化 
 

本町の青少年健全育成推進会議を核とし、自治振興会などのコミュニティ団体、民生委

員・児童委員、母子推進員、保護司、駐在所、保護者会などが連携して、児童の健全育成、

虐待防止、いじめ・不登校、不審者対策について、地域ぐるみの取り組みを推進します。 
 

  (ｴ) コミュニティ活動の推進 
 

地域全体で子育て支援体制を構築するためには、日常的なコミュニティ活動を通じての

近隣関係づくりが基本となるため、自治振興会、女性会、子ども会、保護者会活動などへ

の子どもや保護者の積極的な参加を働きかけます。 

 

５５５   子子子育育育てててををを地地地域域域ででで支支支えええるるるシシシススステテテムムムづづづくくくりりり   
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参考 主要事業の目標 

項 目 指  標 現状（平成16年度） 目標（平成21年度） 

○地域子育て支援

センター事業 － 

○１か所 

 家庭教育支援センター就学前

相談指導係を設置 

子育てに喜

びや楽しみ

を感じるこ

とのできる

家庭づくり 

○つどいの広場 
－ 

○４か所（旧町村１か所） 

 子育てサークルの拡充 

○保育所数 ○５か所 定員270人 ○５か所 定員270人 

○保育所等受

け入れ年齢 

○１～５歳の間で、受け入

れ年齢は合併前の町村に

よって異なります。 

○当面は合併前の町村の受け入

れ年齢を踏襲しますが、平成

21年度段階では、次のとおり

とします。 

○平成21年度 

託児所：０～１歳 

保育所：２～５歳 

基本保育

時間 

○平日、土曜日 

○町村によって異なります｡ 

○平 日：８:30～17:15 

 土曜日：８:30～12:30 

時間外保

育時間 

＜時間外保育時間＞ 

○平日、土曜日 

○合併前の町村によって異

なります。 

○延長保育体制が整うまでは、

今までどおり時間外保育で対

応します。 

○平 日早朝：７:45～８:30 

    夕方：17:15～18:00 

○土曜日早朝：７:45～８:30 

保 

育 

時 

間 

延長保育 ○未実施 ○延長保育の体制が整った時点

で、次のように行います。 

○平 日早朝：７:45～８:30 

    夕方：17:15～19:15 

○土曜日早朝：７:45～８:30 

午後：12:30～19:15 

保

育

所 

  

  

  

○保育所通園

サービス 

○小学生スク－ルバス運行

地域 

○小学生スク－ルバス運行地域 

（３～５歳児） 

○幼稚園 

 

○１か所 定員 70人 ○１か所 定員 70人 

子どもの健

やかな成長

を支援する

環境づくり 

○学童保育事業 ○４か所 

 小学校登校日の平日 

 長期休業中 

○４か所 

小学校登校日の平日 

 長期休業中 

○乳幼児健康診査 ○乳児健診受診率   96％ 

○１歳半健診受診率  98％ 

○３歳児健診受診率  95％ 

○乳児健診受診率   100％ 

○１歳半健診受診率  100％ 

○３歳児健診受診率  100％  

子どもが健

康で安心し

て暮らせる

環境づくり ○家庭教育支援セ

ンター 

○カウンセラー相談日 

2.5回／月 

○カウンセラー相談日 

3.0回／月 

○母子推進員 

 

○母子保健推進員（油木、

神石、豊松） 

○保健補導員（三和） 

○母子推進員 

  

子育てを地

域で支える

システムづ

くり ○地域ぐるみの児

童育成体制づく

り 

○青少年健全育成推進会議 

○コミュニティ組織 

○青少年健全育成推進会議 

○自治振興会 
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次世代を担う子どもが心身共に健やかに成長するための環境づくりは、社会全体で取り組む

必要があり、この計画で掲げた施策をより有効なものとするためには、行政はもとより、家庭、

保育所、託児所、幼稚園、小中高等学校、地域、事業者などがそれぞれの役割を担いながら緊

密な連携と協力のもとに取り組む必要があります。 

  
(1) 関係部門との連携 

 
本町の保健福祉部門、教育委員会、保育所、託児所、幼稚園、小中高等学校のほか、建設課

などの関係部門が連携して、子育て支援及び児童の健全育成に係る施策を推進するとともに、

子育てに関する相談指導において中核的な役割を担う家庭教育支援センターとの連携・協力体

制の強化を図ります。 

  
(2) 近隣市町との連携 

 
周産期医療及び小児医療体制の整備など広域的な観点から必要な施策や施設の整備について

は、県の指導のもとに、近隣市町と連携して体制の充実を図ります。 

また、子育て支援及び児童の健全育成に係る施策の多くは、国、県の施策に依存しており、

近隣市町と連携してこれら施策の拡充を国、県に対して働きかけます。 

  
(3) 各種団体との連携 

 
町内の各種団体や子育てサークルとの連携を強化し、地域ぐるみで子育て支援及び児童の健

全育成に係る活動を推進します。 

 

 

  
次世代を担う子どもが心身共に健やかに成長するためには、家庭、行政、保育所、託児所、

幼稚園、小中高等学校だけでなく地域全体で協働して取り組む必要があり、子育て支援及び児

童の健全育成に係る意識啓発をあらゆる機会を通じて行うとともに、本計画に基づいて各種施

策を実施する際は、施策の実施、利用に関わる団体、個人の意見が十分に反映されるように参

画機会を確保します。 

 

１１１   計計計画画画推推推進進進体体体制制制ののの充充充実実実   

２２２   関関関係係係者者者ののの参参参画画画機機機会会会ののの確確確保保保   
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計画を具体的に推進するためには、行政の総合的な取り組みと、関係機関、近隣市町などと

の連携、町における各種団体及び住民の幅広い参画による取り組みが必要です。 

本町における次世代を担う子どもの育成に関する諮問機関としては、既に「神石高原町保健

福祉対策推進協議会母子保健福祉部会」が設置されており、本組織と連携して施策を総合的か

つ効果的に実施するとともに、本組織が計画の進捗状況に関する定期的な点検を行います。 

また、その情報を広報やホームページに掲載することなどにより、住民への周知を図ります。 

 

  

 
＜＜神神石石高高原原町町保保健健福福祉祉対対策策推推進進協協議議会会  母母子子保保健健福福祉祉部部会会のの構構成成＞＞  

 

○関係団体：子育てサークル、民生委員・児童委員、母子推進員 

○関係機関：福山市医師会、神石地区歯科医師会、家庭教育支援センター 

○行政関係：福山地域保健所、学校保健関連代表、保育所 

○事 務 局：神石高原町福祉保健課 

 
 

３３３   計計計画画画のののフフフォォォロロローーーアアアッッップププ   


