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本町では人口減少・高齢化の進行に加えて，少子化が顕著になっています。このため，合併する

前の神石郡４町村が連携し，平成16年10月に「神石郡次世代育成支援行動計画」を策定し，各種

施策に取り組んでまいりました。この計画で掲げた施策はほぼ達成する予定ですが，少子化は継続

し，小中学校の統廃合をはじめとして様々な問題が深刻化しています。

計画期間の中間期を迎えた今，より一層の子育て支援の充実が求められています。このため，関

係課が一丸となるとともに，町民をはじめ，地域の関係機関や関係団体などの参加の下に，平成

22年度から始まる後期計画を策定しました。

「次世代育成支援行動計画」は，少子化の流れを変えるために集中的・計画的な取り組みを促進

することを目的とする10年間の時限立法である「次世代育成支援対策推進法」によって，地方公

共団体に策定が義務づけられた計画です。

次世代育成支援行動計画は５年を一期として策定するものとされており，前期計画は，平成17

年度から平成21年度までを計画期間としています。それを引き継ぐために策定する本計画は後期

行動計画として位置づけられ，平成22年度から平成26年度までの５年間を計画期間としていま

す。

図　神石高原町の出生数の推移

図　人口（０～14歳）の将来見通し
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(1)子育てに係る意識啓発の推進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　子育てに喜びや楽しみを
　　感じることのできる家庭
　　づくり

５　子どもと子育てに配慮し
　　た生活環境づくり
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　　た生活環境づくり

２　母親と子どもの健康の確
　　保・増進
２　母親と子どもの健康の確
　　保・増進

３　地域で子育てを支援する
　　体制づくり
３　地域で子育てを支援する
　　体制づくり

４　子どもの心身の健やかな
　　成長を支援する教育環境
　　の整備

４　子どもの心身の健やかな
　　成長を支援する教育環境
　　の整備

６　要保護児童への対応など
　　きめ細かな取組の推進
６　要保護児童への対応など
　　きめ細かな取組の推進

(2)相談支援体制の充実

(1)母親と子どもの健康の確保

(2)食育の推進

(3)思春期保健対策の推進

(4)小児医療の充実

(1)地域における子育て支援の充実

(2)保護者の交流機会と学習の場の充実

(3)保育サービスの充実

(4)児童の健全育成

(5)仕事と子育ての両立の推進

(6)子育て世代に対する経済的支援

(1)次代の親の育成

(2)教育環境の充実

(3)保幼小中高等学校などの連携の推進

(1)子どもと子育てにやさしく安全なまちづくり

(2)子育て世代の定住の促進

(1)児童虐待防止対策の充実

(2)子どもの障害の早期発見と支援

(3)母子（父子）家庭等への支援の推進

計画のテーマ「地域全体に親子の明るい声がひびく神石高原町」の実現を図るために６つの基本方針を

掲げるとともに，この基本方針に基づいて総合的かつ計画的に施策を推進します。

施策の体系
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(1)子育てに係る意識啓発の推進

(1)母親と子どもの健康の確保

(2)食育の推進

子育てガイドブックの作成・配布，あらゆる機会を通じて子育てに係る意識啓発

男女共同参画のための子育て講座，子育てについて男女で学ぶ機会の提供，意識啓発資料の

作成・配布，父親が子育てにかかわることの重要性についての意識啓発

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

(2)相談支援体制の充実

育児相談事業（妊産婦及び育児不安の強い親子へ助産師が相談指

導）

地域子育て支援センター事業（相談指導，情報誌「アイ・アイ」の

の発行等）

スクールカウンセラー事業（児童・生徒，保護者等への相談指導）

障害のある子どもの保護者同士のピアカウンセリング

障害のある子どもの保護者に対するサポートファイル作成支援事業

（サポートファイルのＰＲ，サポートファイル作成支援）

障害児相談事業（役場保健福祉部門等による相談指導）

妊娠の早期届出のＰＲ

母子健康手帳の交付，妊婦・乳児健康診査受診券の交付

妊産婦・乳幼児訪問相談事業，こんにちは赤ちゃん事業

すこやか育児サポート事業（産婦人科医，小児科医等の相談指導）

養育支援訪問事業（養育支援が特に必要な家庭へ訪問指導）

各種教室の開催（マタニティスクール，離乳食教室・幼児の食事相

談，２歳児親子教室）

乳幼児の事故防止に関する意識啓発

子育て支援スタッフ研修会

乳幼児の健診及び保健指導（乳児，１歳６か月児，３歳児）

保育所，幼稚園，小中学校での健診事業

乳幼児から小学生までの歯科検診事業

予防接種支援事業（麻しん・風しん混合，三種混合，二種混合等）

幼児等インフルエンザ予防接種費補助事業（満１歳～中学生）

子ども自身による健康づくりの指導と保護者に対する健康講座の開催

食育指導（おひさま広場，保育所，幼稚園，小中学校等）

保育所，小中学校の給食の献立レシピの紹介

保育所，幼稚園，小中学校の食に関する指導計画に基づい

た子どもへの指導

あらゆる場を活用した調理実習と農家と連携した農業体験

基本計画

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

２　母親と子どもの健康の確保・増進２　母親と子どもの健康の確保・増進



(3)保育サービスの充実

(4)小児医療の充実

性・喫煙・薬物等に関する健全な意識の育成や正しい知識の普及

子どもに対する相談指導，保護者に対する意識啓発

広域的な医療体制の周知（周産期医療，小児救急医療等）

町内小児医療体制の構築（町内での小児医療の確保）

保護者及び母子推進員に対する医療知識の普及

乳幼児医療費助成及び子ども医療費助成制度（乳幼児から

中学生までの通院・入院医療費）

町社会福祉協議会の神石さわやかネット，神石高原町

シルバー人材センターのサービス

ファミリーサポートセンターと同様のサービスの検討

（神石高原町シルバー人材センタ－）

乳幼児の親子と地域住民の交流事業（地域住民，親子，

小学生，中学生，高校生等の世代間交流）

民生委員児童委員及び母子推進員による子育て家庭に

対する相談支援

子育てを支援する人材育成（講習会，研修会の開催）

おひさま広場：油木地区，神石地区，豊松地区，三和地

区（来見地域や高蓋地域でミニおひさま広場の開催）

自主的な子育てサークル活動への支援（活動の場の提供，

職員の派遣，情報提供等）

(3)思春期保健対策の推進

(1)地域における子育て支援の充実

(2)保護者の交流機会と学習の場の充実

託児所：０～２歳児の受入れ，保育時間の延長の検討

保育所：平日の延長保育，土曜日の11時間保育の実施

保育年齢の変更（１歳児からの受入れの検討）

ニーズを踏まえた一時預かり事業の拡充

保育料の見直し（保護者負担の軽減）

通所バスの運行（小中学校スクールバスを運行

している地域）

保育所における質の向上のためのアクションプ

ログラムに基づく質の高い保育の実施

私立幼稚園の運営支援

保育所・幼稚園開放の充実

保育所施設の整備（施設の耐震化，設備の整備，備品の

充実等）

神石高原町立病院神石高原町立病院

基本計画

３　地域で子育てを支援する体制づくり



(4)児童の健全育成

(6)子育て世代に対する経済的支援

(1)次代の親の育成

(2)教育環境の充実

(3)保幼小中高等学校などの連携の推進

放課後児童健全育成事業（学童保育）（小学校区別に提供）

放課後子ども教室（小学校区別に多様な体験学習の場を提供）

学校での環境学習，地域での体験学習（公民館等）

町内交流イベント（町全域の子どもの交流イベント）

有害図書の陳列の自粛，廃棄を促すための立入調査及び巡回指

導の取組

子育て講演会の開催（青少年育成神石高原町民会議，保育所，

学校等での開催）

男女共同の家庭づくりに向けた意識啓発

事業所，職場における子育て中の職員に対する理解の促進（ＰＲパンフレット，講演会等）

産前産後休業，育児休業制度の利用の促進（ＰＲパンフレット，講演会等）

妊婦・乳幼児の親子とのふれあい交流事業（妊婦や

乳幼児の親子と中高生等がふれあう機会の提供）

指導体制の充実（年間指導計画の改善，充実等）

読書習慣の定着（読み聞かせ活動等），読書月間の実施

キャリア教育事業（多様な体験学習や職業体験の場の提

供）

保護者，小中学校，スクールカウンセラー，地域子育て

支援センター，専門機関の連携による相談指導

児童・生徒数に対応した小中学校の適正配置

小中学校施設の整備

教職員の交流（保育所，幼稚園，小学校，中学校，高等

学校の連携）

保育所・幼稚園と小学校の交流

保幼・小・中・高・家庭・地域連携事業

(5)仕事と子育ての両立の推進

国の経済的支援制度に基づく手当等の支給

通学費補助金や就学援助費（小中学生の対象者）

生活資金の貸付

町独自の子育て・定住促進事業

基本計画

４　子どもの心身の健やかな成長を支援する教育環境の整備



(1)子どもと子育てにやさしく安全なまちづくり

(2)子育て世代の定住の促進

子育て世代の公営住宅への入居の促進

子育て世代に対する定住団地｢星の里いせき｣のＰＲ

子どもの権利に関する意識啓発（あらゆる場を通じて）

子どもの虐待防止対策（子育て支援ネットワーク活動

（意識啓発・関係機関との連携等））

虐待の早期発見（民生委員児童委員・母子推進員活動等）

幼児等健康診査の充実

のびのび教室，るんるん教室の開催（発達面で

フォローの必要な子どもを対象）

保育所での障害児保育

就学前発達相談（小学校へ入学する予定の子ど

もを対象）

小中学校での特別支援教育（一貫した支援）

特別支援学級の設置（特別な配慮を必要とする

児童・生徒を対象）

障害児福祉サービスの提供（訪問・通所サービ

ス等）

特別児童扶養手当

重度心身障害児医療費助成

地域子育て支援センターと民生委員児童委員等

による相談支援

ひとり親家庭等医療費助成制度

児童扶養手当の支給

自立支援プログラムの活用

母子家庭の教育訓練給付

子どもの利用に配慮した既存公共施設の点検及び施設設備の整備

中心地区の整備（歩道の整備，ベンチの設置，段差の解消等）

交通安全対策（交通安全教育，歩道や交通安全施設の整備，危

険箇所マップづくり等）

犯罪防止対策（防犯ランドセルカバー・防犯ブザーの配布，登

下校時の見守り活動，子ども110番の家事業）

(1)児童虐待防止対策の充実

(2)子どもの障害の早期発見と支援

(3)母子（父子）家庭等への支援の推進

基本計画

５　子どもと子育てに配慮した生活環境づくり

６　要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進



本計画で掲げた施策をより計画的効果的に実施するためには，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，事業所などがそれぞれの役割を担いつつ，緊密な連携と協力のもとに

地域が一体となって取り組む必要があります。

・町ホームページ等で本計画，今後の取り組み状況，事業

の進捗状況を公表します。

・計画を具体化するうえで，団体ヒアリング，住民アン

ケート調査，ワークショップの実施等により関係者の参

画機会を確保します。

・教育機関，こども家庭センター，警察などの関係機関，青少年育成神石高原町民会議，自治

振興会，シルバー人材センターなどの各種団体，子育てサークル，母子推進員，民生委員児

童委員等との連携を強化し，地域ぐるみで子育て支援及び児童の健全育成に係る総合的かつ

効果的な取り組みを行います。

・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

ては県の施策のもとに，近隣市と連携して体制の充実を図ります。

・子育て支援及び児童の健全育成に係る施策の拡充を，国，県と連携して取り組みます。

・本計画を策定するために関係部署で設置した「神石高原町少子化対策推進本部」を目標年次

まで存続し，年度毎の事業の進捗状況を点検するとともに事業の見直しを行うことによって

計画の着実な推進を図ります。

・町民の代表，関係機関等で構成される「神石高原町保健

医療福祉対策推進協議会母子保健福祉部会」で，毎年度

計画の進捗状況の把握・点検を行い，町に対して子育て

支援施策に関する提言を行います。

・後期計画期間の中間年次に当たる平成24年度において

は，アンケート調査及び関係団体ヒアリング等により，

計画の進捗状況，目標値の達成状況等を把握し，必要に

応じて施策の見直しを行います。

＜神石高原町次世代育成支援行動計画（後期計画）に関する問い合わせ先＞

神石高原町　福祉課　８９－３３３５

計画の推進に向けて

１　計画の周知と関係者の参画機会の確保１　計画の周知と関係者の参画機会の確保１　計画の周知と関係者の参画機会の確保

２　関係機関・団体，近隣市との連携の強化２　関係機関・団体，近隣市との連携の強化２　関係機関・団体，近隣市との連携の強化

３　庁内体制の整備３　庁内体制の整備３　庁内体制の整備

４　計画の点検体制の整備４　計画の点検体制の整備４　計画の点検体制の整備


