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神石高原町次世代育成支援行動計画（後期計画）　実績と次年度以降への目標　（22年度～23年度）

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

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜家庭の重要性に係る意識啓発＞

母性，父性，家庭の役割等を記述した子育てガイドブックを作
成し，母子手帳の交付時等に配布します。

保健課

子育てガイドブック(H22）を
作成して配布（母子手帳交付
時）　　パンフレット「父子手
帳」の配布

毎年同様に作成し，内容の見直
しをおこなう

保健課

子育てガイドブック（H23）を作
成して配布（母子手帳交付時）
パンフレット「父子手帳」の配布

毎年同様に作成し，内容の見直し
をおこなう

また，各保育所や青少年育成神石高原町民会議による子育て講
演会の開催，パンフレットの作成・配布，町広報等あらゆる機
会を通じて，子育てに係る意識啓発を行います。 教育課

子育て講演会の開催
　

生涯学習課

子育て講演会の開催
　内容　子育てにすぐ役立つセミ
ナー

継続的に取組む

福祉課

子育てガイドブック(H22）を
作成して，配布（乳幼児保護
者）

毎年同様に作成し，内容の見直
しをおこなう 福祉課

子育てガイドブック（H23）を作
成して配布（乳幼児保護者用）

毎年同様に作成し，内容の見直し
をおこなう

＜子育てに関する男女共同参画のための意識啓発＞

男女の固定的な役割分担意識を見直し，男女がともに家庭にお
ける責任を担うことを促すために，男女共同参画のための子育
て講座の開催，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・配布を行います。 まちづくり推進課

神石高原町男女共同参画推進基
本計画策定

計画の実施

まちづくり推進課

父子でつくる料理講習会の開催 計画の実施

＜父親の役割に関する意識啓発＞　（新規）
マタニティスクール等への父親の参加の促進，父親に対する子
育て講座等の開催等を通じて，父親が子育てへ関わることの重
要性について意識啓発を行います。

保健課

パンフレット「父子手帳」の配
布
子育て連続講座の開催
「子育て支援スタッフ研修」
「子育ての集い」
9回（一部託児付きの研修）

父親の講座への参加は難しいの
で，他の機会をとらえての啓発
が必要

保健課

健診，予防接種などの機会に啓発
をする
パンフレット「父子手帳」の配布

継続

福祉課

保育所において連続講座の開催 父親のみを対象とした意識啓発
事業はおこなっていない
保育所では広く保護者を対象に
実施しているが，父親の参加者
数を増やす工夫が必要

福祉課

保育所において連続講座の開催 父親のみを対象とした意識啓発事
業はおこなっていない
保育所では広く保護者を対象に実
施しているが，父親の参加者数を
増やす工夫が必要

＜親子のふれあい事業＞
親子で参加できる子どもの年齢に応じたイベントを関係機関・
団体と連携して行います。

福祉課

神石高原町家庭教育支援セン
ター，保育所等と連携して子育
てを支援する事業を実施した

事業内容の見直し，新たなニー
ズの掘り出し等をおこない継続
的に事業をおこなう 福祉課

神石高原町家庭教育支援セン
ター，保育所等と連携して子育て
を支援する事業を実施した

事業内容の見直し，新たなニーズ
の掘り出し等をおこない継続的に
事業をおこなう

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を行うために，子育てにおける家庭の重要性や男女が協力して子育てすることの重要性などを記述した子育てガイドブックの発行，男女共同参画に関する講座や父親の子育て参加を促すための子育て講座の開催，親子での
ふれあいを深めることができる場の設定など，あらゆる機会を通じて子育てに係る意識啓発を推進します。

ア　家庭の重要性に係る意識
啓発の推進

イ　男女共同参画による子育
ての推進

ウ　親子のふれあいの推進

22年度 23年度
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(2) 相談支援体制の充実

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜育児相談事業＞

育児相談は，妊産婦及び育児不安の強い親子を対象に助産師が
各種の相談に応じているもので，対象者のニーズに対応するた
め相談回数の充実を図ります。

助産師による育児相談
　　　（９回／年）　　５０人

相談回数の充実を図る 助産師による育児相談
　　　（１２回／年）　　７０人
　　栄養相談も可能

継続

＜地域子育て支援センター事業＞

子どもの健全な育成と保護者の子育てを支援するために，地域
子育て支援センターの活動の充実を図ります。

教育課
福祉課

相談事業の実施
○教育子育て相談員4名の配置
○カウンセラー1名（派遣）
○相談用訪問車輌の導入（新
規）

○心の相談フリーダイヤル
0120-084-782
（火～土曜日）
（留守番電話相談は24時間）
FAX : 0847-82-2004

相談機能の強化
各学校，幼稚園，保育所，ス
クールカウンセラー等関係者と
の連絡機能の強化と相談者のプ
ライバシー保護について

支援者の研修機能
支援者研修の積極導入

支援センター機能を強化するた
め，相談室等の整備

学校教育課
福祉課

相談事業の実施
○教育子育て相談員4名の配置
○カウンセラー1名（派遣）

○心の相談フリーダイヤル
0120-084-782
（火～土曜日）
（留守番電話相談は24時間）
FAX : 0847-82-2004

相談機能の強化
各学校，幼稚園，保育所，スクー
ルカウンセラー等関係者との連絡
機能の強化と相談者のプライバ
シー保護について

支援者の研修機能
支援者研修の積極導入

支援センター機能を強化するた
め，相談室等の整備

・相談員・カウンセラー・専門児童指導員による相談指導
教育課

子どもと保護者に対する相談指
導

学校との連携強化
学校教育課

子どもと保護者に対する相談指導 学校との連携強化

・情報誌「アイ・アイ」の保護者等にぬくもり・やさしさが伝
わる紙面づくり 教育課

毎月1回「アイアイ」を発行
町内の子どもに配付

掲載内容の見直しに係る意見の
収集 生涯学習課

毎月1回「アイアイ」を発行
町内の子どもに配付

内容の精査

・子どもが気軽に相談できる雰囲気づくり

教育課

相談室の場所の配慮 学校等との連携強化

学校教育課

相談室の場所の配慮 学校等との連携強化

・保育所・幼稚園・学校・保護者への周知の徹底

福祉課

広報，町内放送等を活用した
り，毎月の行事日程等を母子推
進員から配布するなど周知をお
こなっている

相談事業の周知徹底等を更に強
化するとともに，教育相談部分
について役割分担，情報交換を
具体化してＰＲしていく必要が
ある。

福祉課

広報，町内放送等を活用したり，
毎月の行事日程等を母子推進員か
ら配布するなど周知をおこなって
いる

相談事業の周知徹底等を更に強化
するとともに，教育相談部分につ
いて役割分担，情報交換を具体化
してＰＲしていく必要がある。

・ホームページ，メール等の活用

福祉課

「入所のしおり」等の情報公開
町のホームページに記載

各保育所の情報を更新

福祉課

「入所のしおり」等の情報公開
町のホームページに記載

各保育所の情報を更新

子育てに関する保護者の悩みや不安を軽減し，子育てを楽しくできるように，地域子育て支援センターを核とする相談支援体制や障害のある子どもと保護者に対する相談支援体制の充実を図るとともに，小中学校におけるスクールカウンセラーの充実を働きかけます。また，地
域子育て支援センターと町内関係機関との連携の強化を図るとともに，小中学校のカウンセラーとの役割分担に配慮して活動を行います。

ア　子どもと保護者に対する
相談支援の充実

保健課

22年度 23年度

保健課

実人員 延べ件数 実人員 延べ件数
養護相談 0 0 0 0

児童虐待相談 0 0 0 0
その他の相談 0 0 0 0

保健相談 0 0 0 0
障害相談 0 0 0 0

肢体不自由相談 0 0 0 0
視聴覚障害相談 0 0 0 0
言語発達障害等相談 0 0 0 0
重症心身障害相談 0 0 0 0
知的障害相談 0 0 0 0
自閉症等相談 0 0 0 0

非行相談 0 0 0 0
ぐ犯行為等相談 0 0 0 0
触法行為等相談 0 0 0 0

育成相談 44 216 14 14
性格行動相談 14 16 0 0
不登校相談 16 185 0 0
適性相談 8 8 8 8
育児・しつけ相談 6 7 6 6

その他の相談 6 5 0 0
計 50 221 14 14

相　談　種　別
件　　数

全　　体 (内修学前) 実人員 延べ件数 実人員 延べ件数
養護相談 0 0 0 0

児童虐待相談 0 0 0 0
その他の相談 0 0 0 0

保健相談 0 0 0 0
障害相談 0 0 0 0

肢体不自由相談 0 0 0 0
視聴覚障害相談 0 0 0 0
言語発達障害等相談 0 0 0 0
重症心身障害相談 0 0 0 0
知的障害相談 0 0 0 0
自閉症等相談 0 0 0 0

非行相談 0 0 0 0
ぐ犯行為等相談 0 0 0 0
触法行為等相談 0 0 0 0

育成相談 70 137 21 27
性格行動相談 42 107 4 10
不登校相談 19 33 1 1
適性相談 6 6 7 7
育児・しつけ相談 12 12 10 10

その他の相談 20 12 1 1
計 90 149 22 28

相　談　種　別
件　　数

全　　体 (内修学前)
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＜スクールカウンセラー事業＞

小中学校においては，スクールカウンセラーが児童・生徒に対
するカウンセリングを行うとともに，保護者やカウンセリング
等に関わる教職員に対して助言等を行います。 教育課

町内全中学校にスクールカウン
セラーを配置し，カウンセリン
グと保護者等に助言等行った。
(新規）

活動時間の確保
地域子育て支援センター等との
連携 学校教育課

町内全中学校にスクールカウンセ
ラーを配置し，カウンセリングと
保護者等に助言等行っている。
（継続）

活動時間の確保
地域子育て支援センター等との連
携

県に対して町内の各小中学校へカウンセラーの配置を働きかけ
ます。

＜保護者によるピアカウンセリング事業＞

障害のある子どもの保護者の子育てに関する悩みや不安を軽減
するために，神石高原町知的障害者家族の会，身体障害者相談
員並びに知的障害者相談員等と連携して，保護者同士のピアカ
ウンセリングを行います。

保健課

必要時，家族会への支援を実施 高原サロン，家族会を通して支
援活動を継続していく

保健課

必要時，家族会への支援を実施 高原サロン，家族会を通して支援
活動を継続していく

福祉課

保健課と連携して支援を実施 継続実施

福祉課

保健課と連携して支援を実施 継続実施

＜サポートファイル作成支援事業＞
　（平成21年度から実施中）

障害児を理解し，ライフステージを通じて一貫した支援を行う
ために，生育歴やケアの内容を乳幼児期から成人期に至るまで
継続的に整理した「サポートファイル」の作成が望まれていま
す。このため，保護者等に対してサポートファイルのＰＲと，
保護者等がサポートファイルを作成する際の相談支援を行いま
す。

保健課

サポートファイルのPR
保護者等に対して，作成の際の
支援をする

利用者の拡大
有効利用の推進
サポートファイルから広がる支
援の場の情報提供，確保 保健課

サポートファイルのPR
保護者等に対して，作成の際の支
援をする

利用者の拡大
有効利用の推進
サポートファイルから広がる支援
の場の情報提供，確保

福祉課

サポートファイルの利用推進

　サポートファイル
　　配布利用数　　4 人
　　うち　18歳未満対象
　　　　　　　　　3 人

保護者への説明機会の確保
記入内容等　活用についての継
続した助言

福祉課

サポートファイルの利用推進

　サポートファイル （配付数累
計）
　　配布利用数　　15 人
　　うち　18歳未満対象
　　　　　　　　　　9 人

保護者への説明機会の確保
記入内容等　活用についての継続
した助言

＜障害児相談事業＞
役場保健福祉部門が障害児の家庭の状況に応じた相談を受け，
専門機関・保育所・学校等と連携して，親子を支援します。 保健課

随時，保健師が相談にのり，必
要に応じ関係機関と連携しフォ
ローする

継続
保健課

随時，保健師が相談にのり，必要
に応じ関係機関と連携しフォロー
する

継続

福祉課

東部こども家庭センターによる
巡回発達相談事業の実施
保育所における保護者支援
幼稚園との情報交換
保小連絡会議開催

相談を必要としている保護者へ
の情報提供，コミュニケーショ
ン，支援者のスキルアップが課
題

福祉課

東部こども家庭センターによる巡
回発達相談事業の実施
保育所における保護者支援
幼稚園との情報交換
保小連絡会議開催

相談を必要としている保護者への
情報提供，コミュニケーション，
支援者のスキルアップが課題

＜子育てに係る関係機関の連携事業＞

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・支援を行います。

福祉課

保育所保育要録の活用
乳児健診結果と保育所の連携
託児所から保育所・幼稚園への
情報提供
託児所・保育所（合同研修）

保育所・託児所にあっては，保
護者支援の能力を更に高めてい
くこと
　特に，子育ての支援となる情
報について町内外の情報を熟知
し正確な情報伝達と助言が可能
になるよう研修の必要がある

福祉課

保育所保育要録の活用
乳児健診結果と保育所の連携
託児所から保育所・幼稚園への情
報提供
託児所・保育所（合同研修）

保育所・託児所にあっては，保護
者支援の能力を更に高めていくこ
と
　特に，子育ての支援となる情報
について町内外の情報を熟知し正
確な情報伝達と助言が可能になる
よう研修の必要がある

子育てに関する相談・支援の核となる地域子育て支援センター
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
る体制を確立するほか，小中学校のカウンセラーとの役割分担
に配慮して活動を行います。

保健課

随時，保健師が相談にのり，必
要に応じ関係機関と連携しフォ
ローする

継続

保健課

随時，保健師が相談にのり，必要
に応じ関係機関と連携しフォロー
する

継続

教育課

就学前健診・就学指導委員会の
活動を中心とした教育への移行
と保護者指導
スクールカウンセラーの設置

スクールカウンセラーの連携機
能

学校教育課

就学前健診・就学指導委員会の活
動を中心とした教育への移行と保
護者指導

スクールカウンセラーの連携機能

イ　障害のある子どもと保護
者に対する相談支援の充実

ウ　関係機関の連携強化
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＜障害者保健福祉関係者連絡調整会議＞

役場保健福祉部門と障害者相談支援事業所の連携体制を強化
し，障害児の成長に応じた継続的な支援を行います。 保健課

福祉課

保健師の相談・訪問により，関
係機関と連携し支援する

継続
保健課
福祉課

保健師の相談・訪問により，関係
機関と連携し支援する

継続

２　母親と子どもの健康の確保・増進

(1) 母親と子どもの健康の確保

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜妊娠の早期届出のＰＲ＞

妊婦や子どもの健康を確保するために，保健師や母子推進員
が，妊婦に対して，妊娠の早期届出を働きかけます。

母子手帳交付場所のPR
保健師が，必要なケースへは支
援をする

母子手帳交付場所のPR
保健師が，必要なケースへは支援
をする

＜母子健康手帳の交付，妊婦・乳児健康診査受診券の交付＞

妊娠の届出時に，子どものすこやかな成長や健康診査・予防接
種等の経過を記録し，安心して出産・育児ができるように，
「母子健康手帳」や「育児書」を交付するとともに，妊婦及び
乳児が無料で健康診査等を受けることができるように「妊婦・
乳児健康診査受診券」を交付します。

母子手帳交付件数　　５４人
受診券１４枚交付

母子手帳交付件数　　４５人
受診券１４枚交付

＜妊産婦・乳幼児訪問相談事業＞

妊娠・出産・育児についての正しい知識の普及や安心して出
産・育児ができるように，保健師や母子推進員等が訪問して，
相談指導を行います。

また，保健師と妊産婦等の良好な人間関係づくりを行いま
す。特に，新生児については早期に初回訪問を行い，気になる
新生児についてはその後も重点的に訪問し，相談指導を行いま
す。

保健師訪問件数　　２４７件
母子推進員訪問件数９１８件
○保健師の訪問実人員
（　）内は延人員
妊婦訪問件数　22人（27人）
産婦訪問件数　60人（79人）
新生児訪問件数28人（37人）
未熟児訪問件数　１人（１人）
※
乳児訪問件数　49人（53人）
幼児訪問件数　39人（50人）

保健師訪問件数　　３４３件
母子推進員訪問件数1,849件
○保健師の訪問実人員
（　）内は延人員
妊婦訪問件数　19人（40人）
産婦訪問件数56人（105人）
新生児訪問件数31人（42人）
未熟児訪問件数　０人（０人）
※
乳児訪問件数　47人（71人）
幼児訪問件数　51人（85人）

＜こんにちは赤ちゃん事業＞

保健師等が生後４か月未満の乳児がいるすべての家庭を訪問
し，子育ての孤立化を防ぐために様々な不安や悩みに対応する
ともに，必要な子育て情報の提供を行います。

こんにちは赤ちゃん事業
　訪問指導のうち，
　　訪問件数　９７人
　　（実人員　４８人）

こんにちは赤ちゃん事業
　訪問指導のうち，
　　訪問件数　５２人
　　（実人員　５２人）

＜すこやか育児サポート事業＞

妊娠中から乳児期の子育ての不安や疑問に対応するため，産婦
人科医，小児科医及び町の保健師が協力して，相談指導を行い
ます。

利用人数　　　3人 利用人数　　　0人

＜養育支援訪問事業＞　（新規）

養育支援が特に必要な家庭に対し，保健師等が訪問し，養育が
適切に行われるよう，具体的な方法について支援します。

利用者なし 利用者なし

保健課

保健課

保健課

保健課

保健課

保健課

保健課

保健課

ア　母親の健康の確保

保健課

保健課

母親と子どもの健康を確保するため，母子健康手帳の交付，妊婦・乳児の健康診査，母子の訪問指導などを早期から実施できるように，妊婦に対して妊娠の早期届出を働きかけます。また，各種教室を開催し，母子保健知識の普及，乳幼児の事故防止に関する意識啓発などを推
進します。さらに，子どもの健康を確保・増進するために，健康診査，予防接種を推進するとともに，子ども自身による健康づくりを推進します。保護者については，子どもの健康づくりに対する関心を高めます。

保健課

保健課

22年度 23年度
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＜各種教室の開催＞

母子保健知識の普及を図るために様々な教室を開催し，参加を
促進するため，開催日・開催時間の配慮や魅力的な企画の実施
に努めます。

【マタニティスクール】

マタニティスクールは，妊婦が不安なく妊娠中を過ごし，母親
または父親になる心と体の準備をし，安心して出産・育児に臨
めるように，また，交流の場として開催します。

マタニティースクール
年３回開催（３日コース）
参加者数　１６人

就労中の妊婦さんが，終日コー
スの教室は参加しにくいため，
時間短縮を検討する

マタニティースクール
年３回開催（２日コース）
参加者数　１２人

午後半日コースとし，参加しやす
くなってきている
参加者を増やすようPRを行う

【離乳食教室・幼児の食事相談】

離乳食教室は，保護者に離乳食のつくり方の指導や，栄養士が
個別の相談に応じます。

離乳食教室年６回開催
参加者数　２３人
（生後５～６カ月児対象）

離乳食が順調に進まないケース
が多いため，後期への指導が必
要である

対象者の状況に合わせて実施する

幼児の食事相談は，食に関する不安について，栄養士が相談に
応じます。

【２歳児親子教室】

１歳６か月児健康診査から３歳児健康診査までの大切な時期
に，食育及び虫歯予防について，親子が楽しく参加できる教室
を実施します。

2歳児親子教室
年４回開催
参加者数　２４人

２１～22年度実施したが，参
加率３０％代と低いため中止と
する。

＜子育て支援スタッフ研修会＞

子育ての支援者（保健師・保育士・母子推進員・ボランティア
等）に新たな知識の習得の場の提供と，交流，ネットワークづ
くりの場とするために研修会を開催します。

母子推進員（20人）への研修
会開催

継続 母子推進員への研修会開催 継続

＜乳幼児の事故防止＞

乳幼児の事故防止を図るために，チャイルドシートの着用の徹
底，家の中での事故防止等について，乳幼児健診，おひさま広
場等で指導するとともに，パンフレットや広報等あらゆる機会
を通じて意識啓発を行います。

保健課

乳幼児健診時パンフレット配布
および啓発をする

継続

保健課

乳幼児健診時パンフレット配布お
よび啓発をする
小児救急法について，母子推進員
向けに研修会実施

福祉課

おひさま広場での幼児安全に関
する事業を実施（幼児安全法講
習2回，火災予防等講習1回）

参加者数の拡大を目指す

福祉課

おひさま広場での幼児安全に関す
る事業を実施（幼児安全法講習2
回，火災予防等講習1回）

参加者数の拡大を目指す

＜乳幼児の健診事業＞

乳幼児の健康づくりを支援するため，保健福祉センターで乳児
健康診査，１歳６か月児健康診査，３歳児健康診査を実施しま
す。併せて，保健指導も行います。

保健課

乳児健診　年12回97人
（95％）
1歳6か月児童健康診査
　年４回開催
　参加者数44人（100%）
3歳児健康診査
　年４回開催
　参加者数53人（96%）

継続

保健課

乳児健診　年12回157人
1歳6か月児童健康診査
　年４回開催
　参加者数48人（100%）
3歳児健康診査
　年４回開催
　参加者数64人（98.5%）

継続

＜健診事業＞
保育所・幼稚園児童は，保育所・幼稚園で定期的に健康診断を
実施します。 福祉課

町立保育所，認可外保育施設で
医科・歯科検診を各2回（春・
秋）実施

継続事業として取り組む
福祉課

町立保育所，認可外保育施設で医
科・歯科検診を各2回（春・秋）
実施

継続事業として取り組む

小中学生については，小中学校で定期的に健康診断を実施しま
す。 教育課

学校医による検診を１～３回実
施　歯科，眼科，耳鼻科検診を
実施・

継続事業として取り組む
学校教育課

学校医による検診を１～３回実施
歯科，眼科，耳鼻科検診を実施・

継続事業として取り組む

保健課 保健課

保健課

イ　母子保健知識の普及

保健課

ウ　子どもの健康の確保

離乳食教室年６回開催
参加者数　１５人
（生後５～６カ月，７～８カ月児
対象）
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＜歯科検診事業＞
乳幼児や小学生のう歯の予防を図るために，１歳６か月児及び
３歳児の健康診査時に歯科検診を合わせて行うとともに，２歳
児受診券を発行して，町内の歯科医院で検診ができるようにし
ます。

保健課

1歳6ヶ月児健診，3歳児健診
時に歯科検診，指導を実施す
る。
2歳児には受診券を送付し，町
内医療機関にて検診を受ける

継続

保健課

1歳6ヶ月児健診，3歳児健診時に
歯科検診，指導を実施する。
2歳児には受診券を送付し，町内
医療機関にて検診を受ける

継続

また，保育所や幼稚園でも歯科検診を行います。

福祉課

保育所等にあっては，歯科検診
を実施するとともに，歯科健康
指導について保護者の参加も促
している

継続的に実施する

福祉課

保育所等にあっては，歯科検診を
実施するとともに，歯科健康指導
について保護者の参加も促してい
る

継続的に実施する

フッ素塗布（ブラッシング指導）を行います。

保健課

○フッ素塗布実施
・保育所・幼稚園児：春・秋２
回実施
・２歳児：春・秋２回実施
・一般幼児（３歳以上～入所
前）：
　春・秋２回実施
・小学生：春・秋２回実施（た
だし
　希望者のみ）

長年実施してきたが，効果がう
すいため，フッ素塗布の実施に
ついて検討を要する

保健課

○フッ素塗布実施
・保育所・幼稚園児：秋１回実施
・２歳児：秋１回実施
・一般幼児（３歳以上～入所前）
　：秋１回実施
・小学生：秋１回実施（ただし
　希望者のみ）

継続

＜予防接種支援事業＞
乳幼児の健康づくりを支援するため，町内外の医療機関で，各
種予防接種（麻しん・風しん混合，三種混合，二種混合等）を
無料で受けることができます。

保健課

予防接種の種類
三種混合（ジフテリア，百日
咳，破傷風） 140人（232
件）
二種混合（ジフテリア、破傷
風）73人
麻しん（はしか）風しん混合
264人
日本脳炎　224人
ＢＣＧ　49人
ポリオ（急性灰白髄炎）
206人

町立病院等の医療機関と連携
し，より一層の接種機会の確保
に努める。

保健課

予防接種の種類
三種混合（ジフテリア，百日咳，
破傷風） 211件
二種混合（ジフテリア、破傷風）
55人
麻しん（はしか）風しん混合
276人
日本脳炎　293人
ＢＣＧ　35人
ポリオ（急性灰白髄炎）　83人

＜幼児等インフルエンザ予防接種費補助事業＞

満１歳～中学生までの子どもを対象として，保護者が負担する
インフルエンザ予防接種費用の一部を補助します。

保健課

インフルエンザ予防接種が終了
した幼児・児童等の保護者に，
１人の幼児・児童等につき，つ
ぎの金額を上限として，予防接
種に要した費用を助成
（１）幼児・児童の場合
１回接種に対して，１，５００
円を上限とする範囲内
２回接種に対して，３，０００
円を上限とする範囲内
（２）中学生の場合
1回接種に対して，１，５００
円を上限とする範囲内

予防接種実績
　幼児・児童216人
　中学生59人

継続

保健課

インフルエンザ予防接種が終了し
た幼児・児童等の保護者に，１人
の幼児・児童等につき，つぎの金
額を上限として，予防接種に要し
た費用を助成
（１）幼児・児童の場合
１回接種に対して，１，５００円
を上限とする範囲内
２回接種に対して，３，０００円
を上限とする範囲内
（２）中学生の場合
1回接種に対して，１，５００円
を上限とする範囲内

予防接種実績
　幼児・児童216人
　中学生59人

継続

＜ヒブ，小児肺炎球菌，子宮頸がん予防接種事業＞

保健課

２～3月実施
　ヒブ　45人
　小児肺炎球菌　48人
　子宮頸がん　71人

継続

保健課

　ヒブ　95人
　小児肺炎球菌　97人
　子宮頸がん　101人

継続
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＜子ども自身による健康づくり＞
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
慣や保育所及び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・薬物に関する健
康教育等を保育所や小中高等学校において実施します。

教育課

・規則正しい生活習慣の指導
・給食時に併せて食育を行って
いる。
・「給食だより」で指導

地元産物の更なる提供

学校教育課

・規則正しい生活習慣の指導
・給食時に併せて食育を行ってい
る。
・「給食だより」で指導

地元産物の更なる提供

保健課

乳幼児健診において，生活指導
を実施

継続

保健課

乳幼児健診において，生活指導を
実施

継続

福祉課

保育所における標準給食献立作
成・栄養管理
食育推進と連携した各保育所に
おける食育計画の作成・実践
保護者への食生活改善啓発

食にかんする関心，興味を引き
出す取り組みが必要。食育計画
においては，3歳未満の児童の
個別の計画について課題を残
す。

福祉課

保育所における標準給食献立作
成・栄養管理
食育推進と連携した各保育所にお
ける食育計画の作成・実践
保護者への食生活改善啓発

食に関する研修会を保護者に向け
開催したが，乳幼児を持つ保護者
に対して，参加しやすい研修の場
の確保が望まれる。

＜保護者に対する健康講座の開催＞
保護者が子どもの健康づくりに関する意識を高めるために，健
康講座を開催します。

教育課

未実施

学校教育課

食育講演会と併せて開催 継続した開催

保健課

未実施

保健課

未実施 合同での開催や保健課としての開
催場所と内容について決定し，次
年度以降開催を目指す

福祉課

保育所保護者を対象に講演会等
を開催
子育て支援センターでの講習

継続的に実施する

福祉課

保育所保護者を対象に講演会等を
開催
子育て支援センターでの講習

継続的に実施する

(2) 食育の推進
本町の食育推進基本計画に基づいて，保護者及び子どもの心身の健康と豊かな生活の実現を図るため，食育を推進します。

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜保護者に対する食育指導＞
保護者が食育の重要性を認識し，家庭で実践できるように，お
ひさま広場，保育所，幼稚園，小中学校等において，講演，た
より等を通じて意識啓発を図ります。

福祉課

食育について保育所児童保護者
を対象とした研修・保育所だよ
りを通じて食育の説明
神石高原マルシェでの食育イベ
ント共同開催

毎月19日を中心とした「食育
の日」の定着

福祉課

神石高原町ＰＴＡ研修会と合同で
食育講演会を実施
地産地消給食の実施

家庭での食事づくりの参考になるように，保育所，小中学校に
おいて，栄養バランスに配慮した給食の献立レシピを紹介しま
す。 保健課

乳幼児健診において食事指導実
施

継続

保健課

乳幼児健診において食事指導実施
おひさま広場での食事指導

継続

教育課

・「給食だより」で紹介
・食育講演会で紹介

継続して取り組む

学校教育課

・「給食だより」で紹介
・食育講演会で紹介

継続して取り組む

＜子どもに対する食育指導＞
保育所，幼稚園，小中学校の食に関する指導計画に基づいて，
子どもに対する指導を行うとともに，給食等を活用した食育を
行います。 福祉課

小中学校の食育給食に合わせ
て，全町立保育所で食育推進献
立による給食（3回）を実施。

継続実施するとともに，各保育
所で保護者へのPRを積極的に
実施できるよう工夫する 福祉課

小中学校の食育給食に合わせて，
全町立保育所で食育推進献立によ
る給食を実施。

継続実施するとともに，各保育所
で保護者へのPRを積極的に実施で
きるよう工夫する

教育課

・各学校の給食時に併せて食育
の推進
・「神石高原ランチ」の提供

継続して取り組む

学校教育課

・各学校の給食時に併せて食育の
推進
・「神石高原ランチ」の提供

継続して取り組む

23年度

ア　保護者に対する食育の推
進

22年度

イ　子どもに対する食育の推
進
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＜調理実習＞

保育所，幼稚園，小中学校，放課後児童健全育成事業（学童保
育），放課後子ども教室等で，子どもが料理をする（手伝う）
場を確保し，食に対する関心と理解を深めます。

福祉課

保育所においては，年長児を中
心にクッキング(調理体験）を
実施している
放課後児童クラブにおいては，
調理をおこなう教室の器具の拡
充等をおこなった

福祉課

保育所においては，年長児を中心
にクッキング(調理体験）を実施し
ている
放課後児童クラブにおいては，調
理をおこなう教室の器具の拡充等
をおこなった

また，家庭でも子どもが料理をする（手伝う）よう，保護者や
子どもへ働きかけます。 教育課

学校通信等による働きかけを
行っている。

家庭での手伝いの大切さや意義
について更に指導する。 学校教育課

学校通信等による働きかけを行っ
ている。

家庭での手伝いの大切さや意義に
ついて更に指導する。

＜農業体験＞
農家と連携して保育所・幼稚園児童の農業体験の場を確保しま
す。

福祉課

保育所における食育では，農業
体験は保育所内の花壇，菜園等
の管理を体験することで指導
みかんがり等の社会見学を兼ね
た体験も実施

継続実施

福祉課

保育所における食育では，農業体
験は保育所内の花壇，菜園等の管
理を体験することで指導
みかんがり等の社会見学を兼ねた
体験も実施

継続実施

小中学校において「教育ファーム」を設置し，農家と連携して
児童・生徒に農業指導を行います。

教育課

学校農園を設置して，農家の指
導により，こんにゃくや野菜を
育てている。

継続実施

学校教育課

学校農園を設置して，農家の指導
により，こんにゃくや野菜を育て
ている。

継続実施

※「教育ファーム」とは，市町村，農林業者，学校等が児童・
生徒に農作業等の体験の機会を提供する取組を言います。

産業課

未実施 学校主導で既に実施している，
学校に隣接する農地において
ジャガイモやサツマイモなどの
栽培体験事業を支援したい。

産業課

未実施 学校主導で既に実施している，学
校に隣接する農地においてジャガ
イモやサツマイモなどの栽培体験
事業を支援したい。

(3) 思春期保健対策の推進

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜子どもに対する意識啓発＞

小中高等学校において，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を図ります。 教育課

学校の授業で意識啓発を行って
いる。

継続実施
学校教育課

学校の授業で意識啓発を行ってい
る。

継続実施

また，スクールカウンセラーや地域子育て支援センターと連携
して子どもに対する相談指導を行います。

未実施 スクールカウンセラーは，勤務学
校から外に出る事が出来ないの
で，連携が取りにくい。

＜保護者に対する意識啓発＞
子育て講演会の開催や学校便り等を通して，保護者への意識啓
発を図ります。

教育課

「学校だより」等で，意識啓発
を行っている。
　三和中学校では福祉課と合同
で「総合の学習」において，性
教育，乳幼児の親子とのふれあ
い体験を実施し，性と命につい
て学習を深めた

継続実施

学校教育課

「学校だより」等で，意識啓発を
行っている。
　三和中学校では福祉課と合同で
「総合の学習」において，性教
育，乳幼児の親子とのふれあい体
験を実施し，性と命について学習
を深めた

継続実施

(4) 小児医療の充実

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜広域的な医療体制の周知＞

広域的な周産期医療体制，小児救急医療体制のＰＲを行い，福
山・府中二次医療圏内の医療機関と連携し，地域医療再生計画
とリンクした体制の充実を図り，小児医療の確保に努めます。 保健課

福山市内の４病院による輪番制
による小児医療の確保を実施し
ている

継続実施

保健課

福山市内の４病院による輪番制に
よる小児医療の確保を実施してい
る

小児救急担当医の減少により，輪
番空白日が発生。輪番空白日の早
期解消と持続可能な小児救急体制
の再構築が求められている

思春期における心と体の健康づくりを推進するため，町，小中高等学校，地域などが連携して，性に関する正しい知識の普及と健全な意識の醸成，喫煙や薬物の有害性などについての基礎知識の普及を図ります。また，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と保護者に対する意識啓発を推進します。

子どもの心身の健康を守るために，広域的な専門医療体制や町内医療体制の充実に努め，保護者に基本的な医療知識の普及を図るほか，子どもの医療費負担を軽減するために小児医療費助成を行います。

22年度 23年度

イ　保護者に対する意識啓発
の推進

ウ　子どもの食・農体験の推
進

22年度

ア　母子医療の充実

ア　子どもに対する思春期保
健対策の推進

23年度
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病院事業室

安心こども基金による町立病院
への乳幼児スペースの整備（新
規）

継続整備

福祉課

安心こども基金による町立病院へ
の乳幼児スペースの整備（継続）

有効利用を図る

＜町内小児医療体制の構築＞

神石高原町立病院等町内での小児医療の確保を検討します。
保健課 保健課

病院事業室
近隣小児医療機関との連携に努
める 福祉課

近隣小児医療機関との連携に努め
る

＜保護者に対する医療知識の普及＞
乳幼児健診や各種教室，講演会の開催，パンフレットの配布等
を通じて，保護者への基礎的な医療知識の普及に努めます。

乳幼児健診にパンフレット配布
子どもの事故防止と合わせて，
初期治療，救急対応等について
指導している

パンフレット配布と合わせ，保
護者向けの指導の機会を更に確
保していく取り組みが必要

乳幼児健診にパンフレット配布
子どもの事故防止と合わせて，初
期治療，救急対応等について指導
している

パンフレット配布と合わせ，保護
者向けの指導の機会を更に確保し
ていく取り組みが必要

＜母子推進員に対する医療知識の普及＞
保護者へ相談指導する立場にある母子推進員に対して，子育て
支援スタッフ研修会等を通じて，医療知識の普及を図ります。

事故予防，病気やけがに対する
安全講習の開催案内の配布を実
施

母子推進員の研修参加 小児の救急法についての研修会を
実施

計画的な開催

＜乳幼児医療費助成及び子ども医療費助成制度＞

助成内容　乳幼児　345人
5,565件　8,799千円　子ど
も　700人　5,319件
9,976千円

助成内容　乳幼児　331人
5,486件　7,447千円　子ども
650人　5,689件　11,093千円

３　地域で子育てを支援する体制づくり

(1) 地域における子育て支援の充実

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜神石さわやかネット＞ 継続実施 継続実施

町社会福祉協議会が，育児・家事の手伝い，乳幼児・児童の一
時預かり，通所・通学の付き添い等を行います。

＜神石高原町シルバー人材センターのサービス＞
神石高原町シルバー人材センターが，育児・家事の手伝い，乳
幼児・児童の一時預かり，通所・通学の付き添い等を行いま
す。

放課後児童健全育成事業（学童
保育）を中心とした事業を実施

継続実施 放課後児童健全育成事業（学童保
育）を中心とした事業を実施

継続実施

＜ファミリーサポートセンター設置の検討＞　（新規）

神石高原町シルバー人材センタ－に対して，既存の子育て支援
サービスを拡充してファミリーサポートセンターと同様のサー
ビスを提供する体制づくりを働きかけます。

福祉課

未実施 需要の把握等をおこないファミ
リーサポートセンターの設置に
ついて検討

福祉課

未実施 継続検討

福祉課

地域において仕事を持つ保護者の子育てを支援するため，既存の神石さわやかネットや神石高原町シルバー人材センターのサービスの充実を図るとともに，神石高原町シルバー人材センターに対してファミリーサポートセンターと同様のサービスを提供するように働きかけま
す。また，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，地域で子育て家庭を支援する仕組みづくりを行うとともに，子育てに悩みや不安を抱えている家庭を支援するために，身近な地域で民生委員児童委員や母子推進員などが相談支援を行います。

保健課

福祉課

利用者負担額　１医療機関につき
1日５００円　ただし，同一医療
機関での1ヵ月負担入院は月14日
まで，通院は１４日まで

福祉課

継続実施

イ　医療知識の普及

保健課

保健課

保健課

利用者負担額　１医療機関につ
き1日５００円　ただし，同一
医療機関での1ヵ月負担入院は
月14日まで，通院は１４日ま
で

継続実施

ア　既存の子育て支援サービ
スの充実

福祉課

ウ　医療費助成の充実

乳幼児から中学生までの子どもの通院及び入院医療費の助成を
行います。

福祉課

イ　ファミリーサポートセン
ター設置の検討

22年度 23年度

子育て支援サービスとしては、
育児・家事のお手伝い、乳幼
児、児童の一時預かり、通所・
通学の付き添いなど

子育て支援サービスとしては、育
児・家事のお手伝い、乳幼児、児
童の一時預かり、通所・通学の付
き添いなど

福祉課
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＜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を行
う場を確保し，自治振興会や子ども会活動等と連携して，地域
で子育て家庭を支えあう環境づくりを行います。

福祉課

おひさま広場主催で「地域の乳
幼児保護者と中学生の交流事
業」を実施

継続実施

福祉課

地域の乳幼児保護者と中学生の交
流事業を実施

新たな交流事業も含め継続実施

保健課

母子推進員が１回／月訪問によ
り声かけを行なう

継続実施

保健課

母子推進員が１回／月訪問により
声かけを行なう

継続実施

教育課

小中連携，中校連携により児童
生徒の交流を行っている。
中学生（母子との交流事業

更に発展した継続実施

学校教育課

小中連携，中校連携により児童生
徒の交流を行っている。

更に発展した継続実施

＜民生委員児童委員活動＞

民生委員児童委員は，子育てに不安や悩みを抱えている家庭に
対して相談支援を行います。

町子育て支援ネットワーク協議
会・各学校との連絡会議等を通
じて相談支援をおこなう

継続実施 町子育て支援ネットワーク協議
会・各学校との連絡会議等を通じ
て相談支援をおこなう

継続して地域の見守りなどをおこ
なう。

＜母子推進員活動＞
母子推進員は，母子の健康状態，家庭の状況等を把握し，関係
機関と連携をとりながら，子どもの虐待の早期発見に努めると
ともに，母子の健康づくり並びに育児不安の軽減等の子育て支
援を行います。

母子推進員　20名を委嘱
　乳幼児全戸訪問
　研修事業
　子育て支援センターとの連携
　乳幼児の毎月訪問・情報紙配
付

継続 母子推進員　20名を委嘱
　乳幼児全戸訪問
　研修事業
　子育て支援センターとの連携
　乳幼児の毎月訪問・情報紙配付

母子推進員と主任児童民生委員と
の連携が必要

＜講習会，研修会の開催＞

民生委員児童委員や母子推進員等の相談支援を行う人材の資質
の向上を図るため，講習会，研修会を開催します。

福祉課

民生委員会での

福祉課

民生委員児童委員として先進事例
視察（熊本慈恵病院「こうのとり
のゆりかご」）

児童委員を中心とした継続的な研
修と，町内の状況把握に努める。

また，地域での子育てボランティアの育成に努めます。

保健課

子育て関係者に研修会（連続講
座）の場を提供

研修会の継続
無償ボランティアとしての育成
は困難なところもあり，ボラン
ティアが補う範囲（地域，保護
者会）について，関係団体等と
の協議をしながらどのような研
修を持つか方向性を決める

保健課

未実施

福祉課

保健課

ウ　地域で子育て家庭を支援
する仕組みづくり

エ　民生委員児童委員活動の
充実

オ　母子推進員活動の充実

福祉課

保健課

カ　子育てを支援する人材育
成の推進
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(2) 保護者の交流機会と学習の場の充実

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜おひさま広場＞

地域子育て支援センターが，子育て中の親子が気軽に集い，子
育てに関する情報交換や交流を深めるほか，子育て及び子育て
支援に関する講演会，子育てボランティアの育成を行う場とし
て開催します。

子育てサークルの支援
油木地域を中心に活動していたニ
コニコクラブがH23年度から活動
を中止したことにより，子育て
サークルの開催回数が減少
今後は子育てサークルカンガルー
クラブの活動が全町的なものとな
るように支援

　参加者の減少に歯止めをかける
ため，町内事業所等に毎月ポス
ター等を貼るなどの取り組みを開
始した

豊松地域の出生数及び参加者数の
激減にともない開催日程や開催内
容を見直す

親子の交流の意味を深めるため，
可能な限り開催日にお茶を囲んで
話す取り組み等をコミュニケー
ションを深めることに力を入れて
いく

場所：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＞

自主的に行われている子育てサークル活動（にこにこクラブ
（油木地区）とカンガルークラブ（三和地区））について，活
動の場の提供，職員の派遣及び情報提供等の支援を行います。

子育てサークル
　カンガルークラブ
　にこにこクラブ　2団体の支
援

平成22年度で油木地区を中心
に活動していたにこにこクラブ
が活動を休止。カンガルークラ
ブのみとなる。活動が全町的な
ものとできるか，支援が必要

子育てサークル
　カンガルークラブ　の支援

23年度においては，カンガルー
クラブの参加者が全町的なものと
なりつつある。
継続的な支援をおこなう。

(3) 保育サービスの充実

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜０～２歳児の受入れ＞
保育所との役割分担に配慮しながら，０～２歳児の受入れを行
います。

託児所たんぽぽにおける保育 継続実施 託児所たんぽぽにおける保育 継続実施

＜保育時間の延長＞
早朝や夜間の受入れについて，保護者のニーズを踏まえながら
検討します。

保育時間7:00～19:00
（土曜日保育実施）
一時預かりも可能

継続実施 保育時間7:00～19:00
（土曜日保育実施）
一時預かりも可能

継続実施

○おひさま広場（乳幼児と保護者
の交流の場）毎週5日開催
時間　10:00～15:00
・油木おひさま広場（地域子育て
支援センター　シルトピアカレッ
ジ図書館内）毎週火・水・土曜日
・神石おひさま広場（老人福祉セ
ンター）毎月第１・３金曜日
・ 豊松おひさま広場（老人福祉セ
ンター）毎月第２・4金曜日
・ 三和おひさま広場（小畠交流会
館）毎月第１・２・４・５木曜日
○ミニおひさま広場
　10:30～14:00
・ ミニおひさま広場たかふた（さ
んわ総合センター）偶数月第３木
曜日
・ミニおひさま広場くるみ（くる
みふれあいプラザ）奇数月第３木
曜日

年間開催回数　255回
（サークル支援含む）
　　参加人数　大人1,122人
　　　　　　　こども1,198人
　　　　　　　　計　2,320人

福祉課

福祉課

福祉課

福祉課

福祉課

H22年度イベントの内容
　ふれあいコンサート（1回）
　エアロビクス（6回）
　救急救命法の講習（2回）
　制作（1回）
　ほっとカフェ（2回）
　子育て講演会（1回）
　
　

乳幼児のいる保護者に対して常設の広場を開設することにより，子育て世帯の交流を促進するとともに，子育て相談の実施，子育てに役立つ情報の提供，母親がリフレッシュする場の提供などにより，育児疲れを解消し，楽しく子育てができるよう支援します。また，自主的な
子育てサークルの活動を支援します。

ア　おひさま広場の充実

ア　託児所の充実

就学前の子どもが健やかに成長するとともに保護者の仕事と子育ての両立を支援するために，保育所の保育時間の延長，保育年齢の拡充など受入れ体制の充実を図るほか，保育料の見直し，一時預かり事業の拡充を行うとともに，保育所と託児所との役割分担と連携の強化を通
じて保育事業を充実します。さらに，私立幼稚園の運営を支援します。そのほか，未就園児の保護者及び子どもの交流の促進と安全で安心な遊び場を提供するため，保育所・幼稚園の開放を行います。また，子どもが安心して元気に保育所での生活を送れるよう保育施設の整備
を進めます。

福祉課

○おひさま広場（乳幼児と保護
者の交流の場）毎週5日開催
時間　10:00～15:00
・油木おひさま広場（地域子育
て支援センター　シルトピアカ
レッジ図書館内）毎週火・水・
土曜日
・神石おひさま広場（老人福祉
センター）毎月第１・３金曜日
・ 豊松おひさま広場（老人福
祉センター）毎月第２・4金曜
日
・ 三和おひさま広場（小畠交
流会館）毎月第１・２・４・５
木曜日
○ミニおひさま広場
　10:30～14:00
・ ミニおひさま広場たかふた
（さんわ総合センター）偶数月
第３木曜日
・ミニおひさま広場くるみ（く
るみふれあいプラザ）奇数月第
３木曜日

年間開催回数　309回
（サークル支援含む）
　　参加人数　大人1,597人
　　　　　　　こども1,924人

福祉課

イ　自主的な子育てサークル
活動の推進

22年度 23年度

福祉課

22年度 23年度
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＜延長保育事業＞　（新規）
保護者の就労形態の多様化に対応し，通常の保育時間（11時
間が基本）を超えての保育の実施体制整備に努めます。

時間外保育の導入（全保育所）
（新規）平日18:00～18:30
　　土曜日12:00～12:30

継続実施 時間外保育の導入（全保育所）
（継続）平日18:00～18:30
　　土曜日12:00～12:30

継続実施

土曜日の保育時間は，順次11時間保育とします。また，11時
間を超えての保育については，保護者のニーズやシルバー人材
センター及び神石さわやかネットの子育て支援サービスの実施
状況を踏まえながら検討します。

いずみ保育所での土曜日の時間
外保育開始（新規）

ニーズ（時間外保育利用希望者
の把握）と今後の対応方針
利用者が少なく他の保育所への
導入について検討

いずみ保育所での土曜日の時間外
保育開始（継続）

ニーズ（時間外保育利用希望者の
把握）と今後の対応方針
利用者が少なく他の保育所への導
入について検討

＜保育年齢の変更＞
託児所との役割分担や保護者ニーズを踏まえながら，１歳児か
らの受入れを検討します。

1歳児の受入（いずみ保育所） 継続実施 くるみ保育所2歳児受入開始（4
月）

継続実施

＜一時預かり事業の拡充＞
保護者のニーズに対応して，保育所での一時預かり事業を実施
します。

全保育所，幼稚園，託児所で一
時預かり事業を開始（新規）

ニーズ（一時預かり利用数の把
握）と今後の対応方針

全保育所，幼稚園，託児所で一時
預かり事業を開始（継続）

継続実施

＜保育料の見直し＞　（新規）
保護者の経済的負担の軽減と本町への子育て層の定住を促進す
るため，保育料の軽減に努めます。

18歳未満の兄弟姉妹のいる児
童で3人目以降の児童の保育料
を全て半額とする単独事業を導
入（新規）
　軽減対象者　43世帯
　軽減額　4,373千円

※どんぐり幼稚園については，
年度内補正対応で実施した（教
育課）

18歳未満の兄弟姉妹のいる児童で
3人目以降の児童の保育料を全て
半額とする単独事業を導入（継
続）
　軽減対象者　39世帯
　軽減額　4,365千円

継続実施する予定

＜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では，スクールバス
で小中学生と合わせて保育所児童の送迎を行います。

3歳児以上の児童を対象に実施 運行バスの形態に地域的に差が
あり均衡なサービスが望まれる

3歳児以上の児童を対象に実施 運行バスの形態に地域的に差があ
り均衡なサービスが望まれる

＜保育内容の質の向上＞　（新規）
保育内容の質の向上を図るため，保育所におけるアクションプ
ログラムを作成するとともに実施していきます。

保育指針の改定にともなう，公
立保育所の保育体制について，
保育課程（計画）と評価を用い
た運営をおこなう

保育，保護者支援の支援につい
て，保育士の能力・資質の向上
を進める必要がある

保育指針の改定にともなう，公立
保育所の保育体制について，保育
課程（計画）と評価を用いた運営
をおこなう

保育，保護者支援の支援につい
て，保育士の能力・資質の向上を
進める必要がある

＜私立幼稚園の運営支援＞
私立幼稚園の運営の継続を図るため，町の運営費補助を継続し
ます。

運営費補助　　年間3,000千円
遊具設置事業補助　1,178千円
第三子以降保育料半額補助　837
千円
町内園児を対象に18歳未満の兄弟
姉妹のいる3人目以降の幼稚園料
金の基本額を半額とする単独補助
を追加（新規）

入園者数の減少に伴い，県補助
金や保育料金収入の減少により
経営難が心配される。町として
の更なる支援の必要性。

運営費補助　年間3,000千円
第三子以降保育料半額補助　855千
円
町内園児を対象に18歳未満の兄弟姉
妹のいる3人目以降の幼稚園料金の基
本額を半額とする単独補助を追加（継
続）

継続実施

＜保育所及び幼稚園の開放＞
未就園の子ども・保護者同士の交流の場，情報交換の場，安全
で安心な遊び場を提供するため，保育所及び幼稚園の開放を行
います。

毎月1回の開放の実施
（全保育所・幼稚園）
子育て相談実施（こばたけ保育
所）

継続実施 毎月1回の開放の実施
（全保育所・幼稚園）

継続実施

福祉課

福祉課

福祉課

福祉課

学校教育課

福祉課

福祉課

福祉課

エ　保育所及び幼稚園の開放
の充実

福祉課

福祉課

福祉課

イ　町立保育所の充実

福祉課

福祉課

ウ　私立幼稚園の充実

福祉課

教育課

福祉課
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＜保育所施設の整備＞

保育所の安全な環境を確保するため，施設の耐震化を計画的に
進めるとともに，保育設備の整備や備品の充実を図ります。

①くるみ保育所進入路舗装工事
②くるみ保育所屋根改修・廊下
調理室床改修
③託児所たんぽぽ屋外遊具設
置・倉庫設置
④託児所たんぽぽ進入路舗装工
事
⑤とよまつ保育所門扉改修工事
⑥くるみ保育所2歳児保育室改
修工事
⑦こばたけ保育所暖房機器設置
工事
⑧油木保育所丸窓修繕
⑨くるみ保育所2歳児保育備品
購入
⑩油木保育所2歳児保育室冷房
設置
⑪いずみ保育所1～2歳児保育
室冷房設置
⑫いずみ保育所屋根修繕工事

毎年遊具等の安全点検を実施
施設老朽化に伴う修繕につい
て，計画的な整備をおこなう必
要がある
平成22年度は「地域活性化交
付金事業（きめこまかな臨時交
付金）」を利用して左記の整備
を実施したが，今後は単独町費
での整備・修繕が見込まれる

①いずみ保育所渇水対策配管工事
②とよまつ保育所空調修繕

　　　　　　　　　　　　など

老朽化した遊具の更新等を実施す
る必要がある

(4) 児童の健全育成

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜放課後児童健全育成事業（学童保育）＞
小学校１～６年生を対象として学童保育を４地区で実施しま
す。

・平日は放課後～18:00 町内５小学校を対象に事業を実施 登録者数の増加
・長期休業中の学童保育時間は8:00～18:00 長期休業中（夏休み）期間におい

て三和館の施設が満員の状態

18:00以降は，シルバー人材センターの一時預かりサービスで
対応します。

シルバー人材センターへの委託に
より実施

年間実績
　利用料収入　  1,027,600円
　委託費　　　11,477,440円

福祉課

放課後の子どもの安心・安全な居場所を提供するという視点から，｢放課後子どもプラン｣に基づき，住民ニーズを踏まえつつ，親の就労形態に合わせて多角的な対応を行っています。今後も引続き，仕事を持つ保護者の子育てを支援する放課後児童健全育成事業（学童保育）や
全児童を対象とする放課後子ども教室の充実により，児童の健全育成に努めます。また，小中学校での環境学習や公民館活動を通じて，多様な体験の提供や広域的な町内交流イベントを開催します。さらに，子どもを取り巻く有害環境対策や子どもの健全育成に関して保護者や
地域住民への意識啓発を推進します。

町内小学校7校を対象に学童保
育を実施

シルバー人材センターへの委託
により実施

年間実績
　利用料収入　  1,015,200
円
　委託費　　　11,284,957
円
　

小学校統合（三和・高蓋・二
幸）に向けた準備

福祉課

オ　保育所施設の整備の推進

福祉課 福祉課

ア　放課後子どもプランの推
進

22年度 23年度

平成22年度　学童保育登録者数
1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 計 利用率

児童数 9 17 21 22 12 19 100
登録者数 4 9 6 12 3 0 34
児童数 9 12 11 11 9 10 62
登録者数 6 9 5 6 4 2 32
児童数 8 8 10 14 14 12 66
登録者数 4 6 5 0 4 1 20
児童数 11 22 9 17 9 17 85
登録者数 8 18 6 7 3 3 45
児童数 8 5 8 9 10 13 53
登録者数 6 4 2 0 0 1 13
児童数 5 5 6 5 7 9 37
登録者数 2 2 1 0 0 1 6
児童数 0 2 2 2 4 4 14
登録者数 0 0 0 0 0 0 0
児童数 50 71 67 80 65 84 417
登録者数 30 48 25 25 14 8 150

52.94%

来見小学校 24.53%

16.22%

計 35.97%

油木小学校 34.00%

神石小学校 51.61%

0.00%

三和小学校

高蓋小学校

豊松小学校 30.30%

二幸小学校

平成23年度　学童保育登録者数
1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 計 利用率

児童数 18 9 17 21 22 12 99
登録者数 9 6 12 6 9 2 44
児童数 7 9 12 11 12 9 60
登録者数 3 4 9 5 5 2 28
児童数 8 8 8 10 13 14 61
登録者数 7 4 6 6 1 0 24
児童数 20 17 29 18 25 20 129
登録者数 11 10 19 7 9 1 57
児童数 7 10 6 8 9 11 51
登録者数 5 7 3 2 0 0 17
児童数 60 53 72 68 81 66 400
登録者数 35 31 49 26 24 5 170

33.33%

計 42.50%

来見小学校

44.44%

神石小学校

油木小学校

46.67%

39.34%

三和小学校 44.19%

豊松小学校
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＜放課後子ども教室＞

子ども同士の交流の促進と情操豊かな子どもの育成，子どもの
健康づくりを図るため，文化・芸術・伝統芸能活動・スポーツ
活動等，多様な体験学習の場を小学校区別に提供します。

教育課

放課後子ども教室・放課後児童
クラブ連携促進事業実施
①図書閲覧用テーブル・椅子等
の整備
②スポーツ教室
　カローリングセット整備
　フットサルサッカーゴール整
備
　ピッチングマシン整備
③文化教室
　華道教室用花器・剣山等の購
入
　茶道教室用器具の購入
　手芸教室用アイロン・アイロ
ン台購入
　料理教室用ホットプレート・
ミキサーの購入

指導者への支援

生涯学習課

放課後子ども教室・放課後児童ク
ラブ連携促進事業実施
①スポーツ教室
　カローリングセット整備
　サッカーゴール整備
　バレーボール支柱整備
　トランポリン整備
②文化教室
　料理教室用の購入
　太鼓セットの購入

指導者への支援
指導者（後継者）の育成

＜学校での環境学習＞

児童・生徒の環境学習に積極的に関わっていきます。

環境衛生課

社会見学等　児童生徒に対する
環境学習
　受入件数6件
　児童生徒数　78人
　内容 クリーンセンターじん
せき見学

継続実施

環境衛生課

社会見学等　児童生徒に対する環
境学習
　受入件数3件
　児童生徒数　29人
　内容

継続実施

＜地域での体験学習＞
児童・生徒に，公民館での体験学習や地域での自然体験，農林
業体験，歴史文化体験等の場を提供します。

教育課 生涯学習課

産業課 産業課

＜町内交流イベント＞
町全域を対象とした子どもの交流イベント（町内一体化事業）
を開催します。

ラジオ体操誘致にともなう交流
イベントの実施（健康・食育）

次年度以降の内容検討 未実施

＜有害環境対策＞

有害図書の陳列の自粛，廃棄を促すために，広島県青少年健全
育成条例に基づく立入調査の実施，有害図書類の陳列に関する
巡回指導等を行います。

福祉事務所における町内の巡回
調査，指導を実施

継続実施 福祉事務所における町内の巡回調
査，指導を実施

継続実施

＜保護者への意識啓発＞

保護者の子育てに関する意識を高めるために，青少年育成神石
高原町民会議，保育所，学校等において，子育て講演会等を開
催します。 教育課

青少年育成町民会議で保育所・
幼稚園・小学校連携会議の開催

子育て講演会の開催
地域連携体力向上教室

生涯学習課

青少年育成町民会議で保育所・幼
稚園・小学校連携会議の開催

子育て講演会の開催

福祉課
子育て相談の開催（月1回　保
育所）

継続実施
福祉課

子育て相談の開催（月1回　保育
所）

継続実施
全保育所での対応を検討

福祉課

まちづくり推進課 まちづくり推進課

エ　子育てに関して保護者へ
の意識啓発の推進

ウ　子どもを取り巻く有害環
境対策の推進

イ　子どもの多様な体験の推
進

福祉課
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(5) 仕事と子育ての両立の推進

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜男女共同の家庭づくりに向けた意識啓発＞　（新規）

男女共同参画社会の実現のため，事業所において男女共同参画
に関する講座等を開催し，男女共同の家庭づくりの重要性を意
識啓発します。

まちづくり推進課

神石高原町男女共同参画推進基
本計画策定

計画の実施

まちづくり推進課

計画に基づく実施 継続

＜子育て中の職員に対する理解の促進＞　（新規）

事業所に対して，男女ともに育児休業や看護休暇を取りやすい
職場づくりを働きかけるために，ＰＲパンフレットの配布や商
工会と連携した講演会の開催等を行います。

まちづくり推進課

神石高原町男女共同参画推進基
本計画策定

計画の実施

まちづくり推進課

計画に基づく実施 継続

＜制度利用の促進＞　（新規）

事業所に対する産前産後休業，育児休業制度の普及・啓発や職
員の制度利用の促進を図るために，ＰＲパンフレットの配布や
商工会と連携した講演会の開催等を行います。

まちづくり推進課

神石高原町男女共同参画推進基
本計画策定

計画の実施

まちづくり推進課

計画に基づく実施 継続

(6) 子育て世代に対する経済的支援

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜経済的支援＞

国の経済的支援制度に基づいて，対象者に手当等を支給しま
す。

福祉課

子ども手当の支給 (町から支給
するもののみ記載）
　支給実績　8,820件
　　　総額　114,660千円
　支給要件（概要）
　対象者　0歳から中学校修了
前（満15歳に達する日以後の
最初
の3月31日）までの間の子ど
もの養育者
　手当月額　１人につき
13,000円

制度に基づく実施

福祉課

子ども手当の支給(町から支給する
もののみ記載）
　支給実績　6,884件
　　　総額　89,492千円
　支給要件（概要）
　対象者　0歳から中学校修了前
（満15歳に達する日以後の最初
の3月31日）までの間の子どもの
養育者
　手当月額　１人につき13,000
円

制度に基づく実施

仕事と子育ての両立を進めるために，男女共同参画意識に基づく社会全体の子育てに対する理解や男性の子育て参加への意識高揚を図るとともに，事業所に対して男女ともに育児休業制度や看護休暇を取りやすい職場環境づくりを働きかけるとともに，産前産後休業制度・育児
休業制度の利用促進を働きかけます。さらに，仕事と子育ての両立支援に取り組んでいる事業所に対して，必要に応じて支援を行います。

保護者の養育費・教育費の負担軽減を図り，安心して子どもを産み，育てられるように，国，県と連携して各種手当て・助成制度の充実を図るとともに，町内の子育て家庭の支援及び町外からの子育て家庭の定住を促進するために，子育て家庭に対する定住促進事業の実施を検
討します。

イ　産前産後休業，育児休業
制度の普及

ア　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

ア　各種手当・助成制度の充
実

22年度 23年度

22年度 23年度
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小中学生の保護者のうち対象者に対して，通学費補助金や就学
援助費を支給します。

教育課

・学用品費　小11,100円
　　　　　　中21,700円
・通学用品費（小2～6・中
2,3）
         　　　　2,170円
・新入学用品費　小19,900円
　　　　　　　　中22,900円
・修学旅行費　全額
・学校給食費　全額
・医療費　　　全額

継続実施

学校教育課

・学用品費　小11,100円
　　　　　　中21,700円
・通学用品費（小2～6・中2,3）
         　　　　2,170円
・新入学用品費　小19,900円
　　　　　　　　中22,900円
・修学旅行費　全額
・学校給食費　全額
・医療費　　　全額

継続実施

社会福祉協議会が，生活困窮世帯に対して生活資金（更生資
金，福祉資金，住宅資金，修学資金，療養・介護等資金等）の
貸し付けを行います。

特になし 特になし 特になし 特になし

＜子育て・定住促進事業＞　（新規）

子育て世代の経済的な負担を軽減するため，子育ての節目に合
わせて祝金を支給します。

まちづくり推進課 まちづくり推進課

また、子育て世代を含めた全世帯を対象に次のような定住促進
施策を実施します。

神石高原町ブライダルセンター
設立
社会的に未婚率が上昇し晩婚化
が進む中，結婚をサポート
・カップリングパーティーの開
催
・結婚相談所設置
・定住促進等と合わせたパンフ
レッ　ト作成配付
・婚活イベントの共催

新婚定住祝い金支給事業
新婚の夫婦にこうげん通貨３万
円相当額を支給
　支給実績　支給件数　16件

結婚仲人報奨金支給事業
結婚し定住する夫婦の仲人へ，
こうげん通貨１０万円相当額を
支給
　支給件数　3件

子育て支援小学校入学祝い金支
給事業
小学校１年生として入学した児
童を養育する方を対象に，その
子が他の養育される児童（兄，
姉等）を含め，第１子，第２
子，第３子以降に応じて，祝い
金をそれぞれ１０万円，２０万
円，３０万円支給
　支給件数　第1子　16件
　　　　　　第2子　25件
　　　　　　第3子　9件

住宅新築補助金
　支給件数　5件
UIJターン住宅改修補助
　支給件数　6件

継続実施 継続実施

イ　子育て世代の定住促進

神石高原町ブライダルセンター運
営
社会的に未婚率が上昇し晩婚化が
進む中，結婚をサポート
・カップリングパーティーの開催
・結婚相談所設置
・定住促進等と合わせたパンフ
レッ　ト作成配付
・婚活イベントの共催

新婚定住祝い金支給事業
新婚の夫婦にこうげん通貨３万円
相当額を支給
　支給実績　支給件数　16件

結婚仲人報奨金支給事業
結婚し定住する夫婦の仲人へ，こ
うげん通貨１０万円相当額を支給
　支給件数　4件

子育て支援小学校入学祝い金支給
事業
小学校１年生として入学した児童
を養育する方を対象に，その子が
他の養育される児童（兄，姉等）
を含め，第１子，第２子，第３子
以降に応じて，祝い金をそれぞれ
１０万円，２０万円，３０万円支
給
　支給件数　第1子　21件
　　　　　　第2子　26件
　　　　　　第3子　13件

住宅新築補助金
　支給件数　13件
UIJターン住宅改修補助
　支給件数　４件

○子育てにつながる前段の事業として，結婚に結びつ

ける取組を支援します。（仲人報奨金，結婚祝金）
○町民を対象として，住宅新築の補助金制度，新築住
宅の固定資産税負担分への補助，ＵＩＪターン者に対
する住宅改修費補助，環境に配慮した設備を整備する
住宅への補助等を行います。
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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) 次代の親の育成

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜妊婦・乳幼児の親子とのふれあい交流事業＞　（新規）
中高生等が，将来，子どもを生み育てることの意義や，子ども
や家庭の大切さの理解を深めるため，妊婦や乳幼児の親子と中
高生等がふれあう機会を提供します。

福祉課 福祉課

保健課 保健課

教育課 学校教育課

(2) 教育環境の充実

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜指導体制の充実＞

小中学校における年間指導計画の改善，充実を図るとともに，
教職員研修の充実，英語指導助手の活用等を行います。

・校長研12回，教頭研6回，
初任研2回，主任主事研10回
・ALT2名配置

読書活動の充実 ・校長研12回，教頭研6回，初任
研2回，主任主事研10回
・ALT2名配置

継続実施
食育の充実

＜読書習慣の定着＞　（平成21年度から実施中）
乳幼児に対する図書館を活用した読み聞かせの実施や乳幼児健
診を活用したブックスタート事業を行います。

ブックスタートから繋げる子ど
もの読書習慣定着推進事業
①読み聞かせスタッフ養成講習
会
②絵本・大型絵本の購入
③読み聞かせ用物品の購入
④お話しコンサートの開催

安心こども基金を活用した取り
組みとして左記の事業を実施

ブックスタートから繋げる子ども
の読書習慣定着推進事業
①読み聞かせスタッフ研修会
②絵本・大型絵本の購入
③読み聞かせ用物品の購入
④おはなしコンサートの開催

継続実施

小中学校での朝読書やボランティアを活用した読み聞かせ活動
を実施します。

読み聞かせ活動の実施 読み聞かせ活動の実施

＜読書月間の実施＞
町を挙げて読書についての関心を高めるため，8月を読書月間
として定め，この期間中に各種イベントの開催や意識啓発を重
点的に行います。

読書感想文コンクール
懸垂幕の掲示

読書感想文コンクール
懸垂幕の掲示

　

＜キャリア教育事業＞
小中学生が将来の生き方，職業に目標が持てるように，町内の
事業所等と連携して，多様な体験学習や職業体験の場を提供し
ます。

町内事業所等による体験学習や
職場体験を実施している。

継続実施 町内事業所等による体験学習や職
場体験を実施している。

継続実施

＜相談事業＞

いじめや不登校の子どもに適切に対応するため，保護者，小中
学校及びスクールカウンセラー，地域子育て支援センター，専
門機関が連携して相談指導体制の強化を図ります。

必要によりケース連絡会議等を
開催

継続実施 「いじめ問題への対応に関する基
本方針」の作成と配付

基本方針の徹底

＜小中学校の適正配置＞
児童・生徒数が減少する中で，小中学校の適正規模を維持する
ため，小中学校の適正配置に努めます。

小学校建設（三和小学校）
学校再配置計画に基づき，三和
地域(三和小学校・高蓋小学
校・二幸小学校）の3校を統合
し，新小学校の建設等の準備を
おこなう。(23年4月開校準
備）

新小学校への円滑な移行の促
進。

三和小学校（4月開校） 中学校統合の推進

生涯学習課

子どもを生み育てることの意義を学び，母性と父性に関する意識啓発を推進するため，妊婦や乳幼児の親子と中高生等が交流する場を提供します。

教育課

中学校総合の学習として実施
　町内中学校すべてに対応する
ことが困難で1校での開催
　生徒の感想，乳幼児の保護者
ともに影響し合って学習ができ
た

教育課

ア　子どもを産み育てること
の意義の学習の推進

生涯学習課

学校教育課

学校教育課

教育課

ア　確かな学力の育成の推進

エ　学校施設の整備の推進

ウ　いじめ・不登校対策の推
進

教育課

教育課

次代の担い手である子どもが個性豊かに成長するように，確かな学力の育成，豊かな心の育成を推進するとともに，いじめがなく，全員が元気に登校する学校づくりを推進します。また，児童・生徒数が減少する中での小中学校の適正配置や，施設の耐震化，校内設備の整備，
備品の充実に努めます。

乳幼児の親子と中学生の交流事
業（新規）
　三和中学校生徒（3年生）
　事前学習　1回
　交流事業　2回

イ　豊かな心の育成の推進

乳幼児の親子と中学生の交流事業
を実施（新規）
　三和中学校生徒（3年生）
　事前学習　1回
　交流事業　1回

22年度 23年度

22年度 23年度

事前学習に入る前の準備が乏し
く，前年度ほどの成果が得られな
かったため，今後の開催について
の方向性を学校，教育委員会，保
健課とも協議を要する。

学校教育課

学校教育課

教育課
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＜小中学校施設の整備＞
小中学校の校舎，体育館等の耐震化を計画的に進めるととも
に，校内設備の整備や備品の充実を図ります。

耐震診断に基づく改修準備 早期対応 小学校耐震化率77.7％
中学校耐震化率22.2％
校内設備，備品の拡充は順次行う

早期，耐震化率100％の達成

(3) 保幼小中高等学校などの連携の推進

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜教職員の交流＞

保育所・幼稚園と小学校，中学校，高等学校の連携を強化し，
保育所・幼稚園と小学校，小学校と中学校，中学校と高等学校
の教職員の交流，意見交換の場を確保します。

教育課

小中連携，中校連携による児童
生徒の交流と教職員の交流を実
施中

内容を更に深めた交流

学校教育課

小中連携，中校連携による児童生
徒の交流と教職員の交流を実施中

内容を更に深めた交流

福祉課

保育所においては，保育要録の
活用等を中心とした小学校との
連携（就学指導）を実施

継続実施
保護者の支援能力の強化

福祉課

保育所においては，保育要録の活
用等を中心とした小学校との連携
（就学指導）を実施

継続実施
保護者の支援能力の強化

＜保育所・幼稚園と小学校の交流＞
保育所・幼稚園の年長児が小学校になじめるように，年長児と
小学校１年生等の交流を行います。

教育課

交流事業は実施していないが，
各保育所と小学校との連絡会議
を開催
保育指針に定められた保育要録
の活用を開始

継続実施

学校教育課

交流事業は実施していないが，各
保育所と小学校との連絡会議を開
催
保育指針に定められた保育要録の
活用を開始

福祉課

保育所において就学指導委員会
と連携し，就学前の健康診断，
保護者支援を主として実施

継続実施

福祉課

保育所において就学指導委員会と
連携し，就学前の健康診断，保護
者支援を主として実施

継続実施

＜保幼・小・中・高・家庭・地域連携事業＞　（新規）

神石高原町における多様な体験を通じて郷土愛を育み，よりよ
い町にする知恵と行動力を持った幼児・児童・生徒を育成する
ため，教育機関・家庭・地域が担っている役割をそれぞれ認
識，実践するとともに，家庭・地域の教育力の向上のための学
習会や講演会を開催します。

油木高校の存続の課題と合わせ
て，高校までの連携について各
地区で講演会を開催

継続実施

学校教育課

油木高校の存続の課題と合わせ
て，中・高連携教育支援事業を実
施している。

継続実施

各公民館単位で，保幼小中高の
保護者の代表と地域の関係団体
が集まり，今後の地域連携に関
する協議を開始した

各地域での連携方針について継
続して協議をおこなう

生涯学習課

各公民館単位で，保幼小中高の保
護者の代表と地域の関係団体が集
まり，今後の地域連携に関する協
議を実施した

各地域での連携方針について継続
して協議をおこなう

福祉課
保育所を中心とした保護者支援
のための能力向上研修

継続実施
福祉課

保育所を中心とした保護者支援の
ための能力向上研修

継続実施
地域への子育て支援貢献

保健課

子育て支援スタッフ研修
公募により参加者を募り，講師
を依頼して研修会を実施

継続実施

保健課

子育て支援スタッフ研修 継続実施

ア　教職員相互の連携の充実

学校教育課

保育所・幼稚園から小学校，小学校から中学校，中学校から高等学校へと，子どもが地域で一貫して見守られながら成長できるように，教職員相互の連携や子ども相互の交流を推進します。また，教育機関だけでなく，家庭・地域の教育力の向上を図り，家庭・地域の関わりに
よって子どもの生きる力を育むため，子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習会や情報提供を行います。

ウ　幼児・児童・生徒の生き
る力を育む教育力の向上

イ　子どもの交流事業の推進

教育課

教育課

22年度 23年度
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５　子どもと子育てに配慮した生活環境づくり

(1) 子どもと子育てにやさしく安全なまちづくり

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜公共施設の点検＞

既存公共施設について子育て家庭及び子どもの利用の観点から
点検し，改善に努めます。

①図書館・公民館への子ども用
踏み台，スリッパ等の整備
②役場本庁・各支所・公民館・
図書館へのベビーベッドの設
置，おむつ交換専用台の設置

安心こども基金を活用し左記の
整備を実施
次年度においても公共施設等に
ついて，順次整備をおこなう

更に必要箇所の把握と，整備に向
けた財源確保

＜公共施設の整備＞
子育て家庭の社会参加を促進するために，公共施設へ授乳室，
プレイスペースの設置や，子どもの利用に配慮した便器，手洗
い器の設置，段差の解消に努めます。

町立病院への児童コーナーの設
置
　児童・育児図書の購入
　図書ボックスの購入
　抗菌ブロックの購入

安心こども基金を活用し左記の
整備を実施
次年度においても公共施設等に
ついて，順次整備をおこなう

町立病院児童コーナーの充実
　児童・育児図書の購入
　ＤＶＤ視聴機器の購入

次年度においても公共施設等につ
いて，順次整備をおこなう

＜中心地区の整備＞
公共公益施設や商業施設の集積している本町の中心地区（市
場，呉ヶ峠，四日市，小畠等）について，歩道の整備，ベンチ
の設置，段差の解消等子育て家庭や子どもが利用しやすい環境
づくりに努めます。

通学路と合わせた歩道整備 継続実施 教育委員会と連携し，保護者会・
ＰＴＡによる通学路の点検

継続実施

＜交通安全教育＞

子どもの事故を防止するため，保育所・幼稚園，小中高等学校
等で子どもに対する交通安全教育を行います。 教育課

各学校を中心にした児童，生徒
の指導の徹底

継続実施
学校教育課

各学校を中心にした児童，生徒の
指導の徹底

継続実施

交通安全自治会が行っている交通安全普及啓発活動を支援しま
す。 総務課

交通安全協会との連携による活
動

継続実施
総務課

交通安全協会との連携による活動 継続実施

＜交通安全施設の整備＞
教育課

関係道路管理者等への要望取り
まとめと整備に向けた協議

継続実施
教育課

関係道路管理者等への要望取りま
とめと整備に向けた協議

継続実施

通学路の安全性を確保するため，歩道の整備や横断歩道，信号
機等の交通安全施設の整備に努めます。 建設課

通学路の歩道整備等県等と協議
しながら実施

危険個所等については，継続し
て要望，整備する 建設課

通学路の歩道整備等県等と協議し
ながら実施

危険個所等については，継続して
要望，整備する

＜危険箇所マップづくり＞
保護者と連携して，子どもに危険な場所の把握とマップづくり
を行い，保護者・子どもに周知します。

未実施 以前のような取組が必要か検討
を行う。

未実施 以前のような取組が必要か検討を
行う。

＜防犯ランドセルカバーの配布＞
小学生の防犯意識を高めるために，防犯ランドセルカバーを配
布します。

新小学１年生に対して，防犯ラ
ンドセルカバーを配布

継続実施 新小学１年生に対し，防犯ランド
セルカバーを配布

継続実施

＜防犯ブザーの配布＞
青少年育成神石高原町民会議では，小学生に対する犯罪を予防
するため防犯ブザーを配布しており，この活動を支援します。

新小学１年生に対して，防犯ブ
ザーを配布

継続実施 新小学１年生に対して，防犯ブ
ザーを配布

継続実施

＜小学生の登下校の見守り活動＞
地域住民による小学生の登下校時の見守り活動を支援します。

総務課
青パトでの登下校時間のパト
ロールの実施

継続実施
総務課

毎週１回旧町村単位で防犯対策と
して青パトにてパトロールを実施

継続実施

教育課

青少年育成町民会議，自治振興
会，ＰＴＡ等と連携しての学区
単位での見守り

継続実施

学校教育課

青少年育成町民会議，自治振興
会，ＰＴＡ等と連携しての学区単
位での見守り

継続実施

＜「子ども110番の家」事業＞
犯罪被害に遭い，または遭いそうになって助けを求めた子ども
を保護し，警察への通報等を行う「子ども110番の家」につい
て，住民や事業所等の協力の輪の拡大を図るとともに，子ども
への周知を徹底します。

こども110番の家
　登録戸数
　　油木地区　　戸
　　神石地区　　戸
　　豊松地区　　戸
　　三和地区　　戸
　　　（事業所も含む）

こども110番の家
　登録戸数
　　油木地区　　戸
　　神石地区　　戸
　　豊松地区　　戸
　　三和地区　　戸
　　　（事業所も含む）

建設課

学校教育課

総務課

子どもと子育てにやさしいまちづくりを実現するために，子どもの利用に配慮した公共施設の点検・整備や道路などの外出環境の整備を推進します。また，子どもに安全なまちづくりを実現するために，交通安全対策及び犯罪防止対策を推進します。

生涯学習課

関係課

学校教育課
生涯学習課

関係課

エ　子どもへの犯罪防止対策
の推進

教育課

関係課

ア　子どもの利用に配慮した
公共施設の整備

関係課

建設課

総務課

ウ　子どもの交通安全対策の
推進

教育課

教育課

イ　外出環境の整備

22年度 23年度
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(2) 子育て世代の定住の促進

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜子育て世代の公営住宅への入居の促進＞　（新規）
町外に対して公営住宅の入居募集及び子育て世代に対する家賃
優遇措置のＰＲを行い，町外からの子育て世代の移住を促進し
ます。

町営住宅の入居あっせん
18歳未満の子育て中の世帯
　　　　　　入居73戸

町営住宅の入居あっせん
18歳未満の子育て中の世帯
　　　　　　入居74戸

＜子育て世代に対する定住団地のＰＲ＞　（新規）
定住団地｢星の里いせき｣が，自然豊かで保育所や小学校が近
く，子育てに適した団地であることをＰＲし，子育て世代の定
住を促進します。

入居者数　　0世帯
うち18歳未満の子どものいる
世帯　　0世帯

入居者数　13世帯
うち18歳未満の子どものいる世帯
8世帯

６　要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進

(1) 児童虐待防止対策の充実

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜意識啓発＞

神石高原町ではあらゆる場を通じて子どもの権利に関する意識
啓発を行います。 福祉課

児童虐待防止に関する広報を町
広報紙を利用しておこなった

継続して実施
　広報，ホームページ等 福祉課

児童虐待防止に関する広報を町広
報紙を利用しておこなった

継続して実施
　広報，ホームページ等

教育課 生涯学習課

＜子育て支援ネットワーク活動＞
神石高原町子育て支援ネットワークでは，子どもの虐待防止の
意識啓発を行うために，虐待防止に関するチラシの配布，講演
会の開催及びオレンジリボンキャンペーンの参加等を行いま
す。

支援者の研修会参加 ネットワーク会議（代表者会
議・実務者会議）の開催

児童虐待防止ネットワーク会議の
開催（代表者会議）
児童福祉司任用講習会職員受講

代表者会議と合わせて実務者を対
象とした実務講習会の開催

また，虐待を早期に発見するため，関係機関と連携して要支援
家庭や要保護児童の把握に努めるとともに，適切な保護，支援
を行います。

ネットワーク構成員を中心に支
援者を対象とした資料の配布等
をおこなった

＜民生委員児童委員活動＞

民生委員児童委員は，子どもの虐待予防及び早期発見に取り組
みます。

民生委員児童委員への虐待防止
に関する説明
個別ケース会議等への招集

計画的に継続実施 民生委員児童委員への虐待防止に
関する説明
個別ケース会議等への招集

計画的に継続実施

＜母子推進員活動＞
母子推進員は，子どもの虐待予防及び早期発見に取り組みま
す。

母子推進員　20名を委嘱
　乳幼児全戸訪問
　研修事業
　子育て支援センターとの連携
　乳幼児の毎月訪問・情報紙配
付

継続実施
　

母子推進員　20名を委嘱
　乳幼児全戸訪問
　研修事業
　子育て支援センターとの連携
　乳幼児の毎月訪問・情報紙配付

継続実施
母子推進員と主任児童民生委員と
の連携が必要

まちづくり推進課

建設課

福祉課

子どもの虐待を防止するために，子どもの権利に関する意識啓発をあらゆる機会を通じて推進するとともに，神石高原町子育て支援ネットワークを核とした子どもの虐待防止の意識啓発や虐待の早期発見・早期対応及び支援に努めます。また，民生委員児童委員や母子推進員と
連携して，身近な地域での見守り体制の充実を図るとともに，民生委員児童委員や母子推進員の資質の向上に努めます。

子育て世代の定住を促進するために，町外から子育て世代が公営住宅に入居するようにＰＲするとともに，町が開発している住宅団地が子育てに適していることをＰＲします。

エ　母子推進員活動の充実

イ　子どもの虐待防止対策の
推進

福祉課福祉課

建設課

ウ　民生委員児童委員活動の
充実

福祉課

保健課 保健課

ア　子育て世代に対する公営
住宅のＰＲの推進

まちづくり推進課

イ　子育て世代に対する住宅
用地の確保

ア　子どもの権利に関する意
識啓発の推進

22年度 23年度

22年度 23年度
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(2) 子どもの障害の早期発見と支援

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜幼児等健康診査の充実＞

１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査では，心理相談員を配
置し，発達面に重点をおいた健診を行い，障害等の早期発見に
努めます。 保健課

１歳６ヶ月児健診，３歳児健診
にて，心理相談員２名対応する

乳児期から体がかたい。緊張の
強いという症状が目立ってきて
いるので，何らかの対応が必要 保健課

１歳６ヶ月児健診，３歳児健診に
て，心理相談員２名対応する
乳児健診のフォローとして，体づ
くりの教室を年度途中から実施す
る

継続

＜療育教室＞
乳幼児健康診査等で発達面においてフォローの必要な子どもに
対して，療育教室（のびのび教室・るんるん教室）を月１回開
催し，親子が一緒に遊ぶことを通して子どもの育つ力を引き出
していくとともに，保護者が子どもとの関わり方を学べるよう
に支援します。

保健課

のびのび教室　１回／月実施 療育の必要性のある子へ声をか
けているが，参加者が少ない。

保健課

のびのび教室　１回／月実施 対象者への参加を促す

福祉課

保健課・保育所の連携によるる
んるん教室の開催　など

保育指針に基づき，乳児健診結
果を保育に活かした取り組みを
おこなえるよう連携が必要

福祉課

るんるん教室，プロジェクト事業
を進める中から，保育所におい
て，保護者の支援を目的とした情
報提供，取り組みを具体化できる
よう，研修等を繰り返している

乳幼児健診結果と日々の保育の中
から，必要な取り組みをおこな
い，保護者の受容，就学に向けて
の準備など，様々な対応や取り組
みがおこなえる保育を目指して取
り組んでいる

保護者支援という保育所（保育
士）の業務を遂行できるスキルを
習得し，実践する

町全体としては，福山子ども発達
支援センター設立に向けた協議，
調整を継続する

＜保育所での障害児保育＞

福祉課

保育士の資質向上プロジェクト
による保育士研修
療育機関での実地研修

プロジェクト事業研修
療育研修への参加（草笛学園）

福祉課

保育士の資質向上プロジェクトに
よる保育士研修
療育機関での実地研修

プロジェクト事業研修
療育研修への参加（草笛学園）

町内の保育所では，障害のある子ども（身体障害者手帳又は療
育手帳保持者）や発達面においてフォローの必要な子どもに対
して，子どもの発達に応じた一人ひとりの個性を伸ばす保育を
行います。

保健課

必要に応じて，関係機関と連携
をとる

保育所（保育士）と保健師の連
携

保健課

必要に応じて，関係機関と連携を
とる

保育所（保育士）と保健師の連携

＜就学前発達相談＞

福祉課

保育所において保護者支援とし
て実施
教育委員会が就学指導委員会と
の連携

乳児健診の結果等の共有をおこ
ない保育に活かすこと，また保
育所での状況を踏まえた保護者
の支援（保護者理解）と就学に
向けての助言について，保育士
の資質を向上していく必要があ
る

福祉課

保育所において保護者支援として
実施
教育委員会が就学指導との連携

乳児健診の結果等の共有をおこな
い保育に活かすこと，また保育所
での状況を踏まえた保護者の支援
（保護者理解）と就学に向けての
助言について，保育士の資質を向
上していく必要がある

小学校へ入学する予定の子どもで，学校生活や勉強について，
不安や心配のある児童の保護者を対象に，専門の相談員が，保
育所や幼稚園で相談に応じます。 教育課

就学相談の実施 就学前の取り組みから，就学後
の状況について，学校側（教職
員）を対象とした研修等 学校教育課

就学相談の実施 就学前の取り組みから，就学後の
状況について，学校側（教職員）
を対象とした研修等

＜小中学校での特別支援教育＞

小中学校では，学習障害(LD)，注意欠陥／多動性障害
(ADHD)，高機能自閉症等児童・生徒を含め，障害のある子ど
もの支援を行うために，特別支援教育コーディネーターを中心
とする校内委員会を設置し，対象となる児童・生徒の「個別指
導計画」及び「個別教育支援計画」を作成し，中・長期的な視
点で一貫した支援を行います。

校内委員会の設置，個別指導計
画の作成等について指導し，特
別支援教育コーディネーター研
修を実施し，資質の向上を図っ
た。

定期的に校内委員会を開催する
ことが難しいが，年度当初から
早期の計画書策定が必要

校内委員会の設置状況

個別指導計画の作成状況

個別教育支援計画の作成状況

校内委員会の設置，個別指導計画
の作成等について指導し，特別支
援教育コーディネーター研修を実
施し，資質の向上を図った。

学校教育課教育課

イ　障害のある子どもへの保
育・教育の充実

ア　障害等の早期発見と適切
な対応の推進

障害や発達に遅れのある子どもの健全な発達を支援し，身近な地域で安心した生活を送れるようにするためには，乳幼児期から成人に達するまでの，一人ひとりの多様なニーズに応じた一貫した相談支援が求められています。このため，各種相談体制の充実による障害の早期発
見・早期療育，障害のある子どもの社会的自立に対する支援，福祉サービスの適正な提供に努めます。また，発達障害などの教育および保育に特別なニーズがある子どもの早期発見・早期療育に努めるとともに，保育所・幼稚園や小中学校等において障害のある子どもが共に過
ごせる体制を整備します。さらに，就学前から就学先に支援内容を引き継ぐためのシステムづくりを行い，関係機関との連携のもとに一貫した教育的支援を行います。

22年度 23年度
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＜特別支援学級の設置＞
特別な支援を必要とする児童・生徒に対し，より充実した教育
の実施を図るため，必要に応じて特別支援学級を設置します。

町内小中学校
　支援学級設置の状況
　小学校　　　７クラス
　中学校　　　１クラス
　町外の学校への通学者　　２
人
主な支援の内容
　保護者指導
　職員研修

対象児童の増加と支援員の確保 町内小学校
　支援学級設置の状況
　小学校　　　７クラス
　中学校　　　１クラス
　町外の学校への通学者　　２人
主な支援の内容
　保護者指導
　職員研修

対象児童の増加
支援員の確保

＜障害児福祉サービス＞ サービスの支給決定者 サービスの支給決定者

「神石高原町第２期障害福祉計画」に基づいて，障害児家庭の
ニーズに対応して，訪問サービス，通所サービス等をサービス
提供事業所と連携して適正に提供します。

居宅介護　　4人
児童デイサービス　　２人
短期入所　　　　８人
日中一時支援　　３人

現在利用している児童への継続
的な支援を行う。児童デイ事業
者が町内にないため、町外事業
所を利用している。

居宅介護　　4人
児童デイサービス　　1人
短期入所　　　　6人
日中一時支援　　５人
移動支援　　　　1人

児童デイ事業者が町内にないた
め、町外事業所を利用している。
町内に事業所があれば、利用者が
増えると考える。

＜特別児童扶養手当＞

身体，知的又は精神に障害のある20歳未満の児童を監護する
養育者に支給します。

新規申請０人　資格喪失者４人
支給停止１人（所得超過）
額改定０人
２２年度末手当対象児童数
１級：９人　２級：６人
（１級：月額50,750円，２
級：月額33,800円）
・６月広報紙にて手当の周知を
図った。

継続して実施。
広報紙，HP掲載。
・受給者の方へ所得状況届の提
出及び有期更新の案内等，漏れ
がないよう周知徹底を図る。
（８月広報紙にて所得状況届の
周知を図った。）

新規申請０人　資格喪失者１人
支給停止１人（所得超過）
額改定１人（世帯対象児童増加）
２３年度末手当対象児童数
１級：８人　２級：８人
（１級：月額50,550円，２級：
月額33,670円）
・５月紙広報にて手当の周知を
図った。

継続して実施。
広報紙，HP掲載。
・受給者の方へ所得状況届の提出
及び有期更新の案内等，漏れがな
いよう周知徹底を図る。
（４月広報紙にて手当額変更，７
月広報にて所得状況届の周知を
図った。）

＜障害児福祉手当＞

精神又は身体に重度の障害があるために，日常生活において常
時の介護を必要とする程度の障害の状態にある20歳未満の人
に支給します。 福祉課

継続して実施。
広報紙，HP掲載。
・受給者の方へ現況届の提出及
び有期更新の案内等，漏れがな
いよう周知徹底を図る。
（８月広報紙にて現況届の周知
を図った。）

福祉課

新規申請0人　資格喪失者2人
支給停止１人（所得超過）
２3年度末手当対象児童数4人
（月額14,330円）
・６月広報紙にて手当の周知を
図った。

継続して実施。
広報紙，HP掲載。
・受給者の方へ現況届の提出及び
有期更新の案内等，漏れがないよ
う周知徹底を図る。
（４月広報紙にて手当額変更，７
月広報紙にて現況届の周知を図っ
た。）

＜重度心身障害児医療費助成＞
重度心身障害児が医療機関で受診した場合，医療費の負担を軽
減するために，保険診療による医療費の自己負担分の一部を助
成します。

継続実施 継続実施

助成内容　10人　180件
　　　　　　　　　1,512千円

助成内容　8人　155件
　　　　　　　　　　　1,207千
円

福祉課

学校教育課

利用者負担額　１医療機関につき
1日２００円　ただし，同一医療
機関での1ヵ月負担入院は月14日
まで，通院は１４日まで

ウ　障害児福祉サービスの充
実

福祉課 福祉課

教育課

利用者負担額　１医療機関につ
き1日２００円　ただし，同一
医療機関での1ヵ月負担入院は
月14日まで，通院は１４日ま
で

新規申請１人　資格喪失者２人
支給停止１人（所得超過）
２２年度末手当対象児童数６人
（月額14,380円）
・６月広報紙にて手当の周知を
図った。

エ　経済的支援の充実

福祉課

福祉課

福祉課
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(3) 母子（父子）家庭等への支援の推進

表　具体的な施策

項　　目 事　業　等 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題 担当課 主な取り組み 次年度以降への課題

＜相談支援＞

町と地域子育て支援センターと民生委員児童委員等が連携し
て，母子（父子）家庭の相談に応じるとともに支援を行いま
す。

相談件数　　　２８件
（子育て支援センター受付分）

継続して実施 相談件数　　　８件
（子育て支援センター受付分）

継続して実施

＜ひとり親家庭等医療費助成制度＞ 利用者負担額　１医療機関につ
き1日５００円　ただし，同一
医療機関での1ヵ月負担入院は
月14日まで，通院は１４日ま

利用者負担額　１医療機関につき
1日５００円　ただし，同一医療
機関での1ヵ月負担入院は月14日
まで，通院は１４日まで

ひとり親家庭等の医療費の負担を軽減するために，保険診療に
よる医療費の自己負担分の一部を助成します。

助成内容　107人　837件
2,660千円

継続実施 助成内容　95人　803件
2,063千円

継続実施

＜児童扶養手当＞ Ｈ２２.８～父子家庭への支給が
開始された

　ひとり親家庭に対する自立を支援するため，ひとり親家庭の
母親等に支給します。

受給者数　　５９人
児童１人
　全部支給　４１，７２０円
　一部支給　４１，７１０～
　　　　　　　９，８５０円
２人目　　５，０００円加算
３人目以降３，０００円加算

継続して実施
制度周知のため広報紙掲載等を
行う。

受給者数　　５７人
児童１人
　全部支給　４１，５５０円
　一部支給　４１，５４０～
　　　　　　　９，８１０円
２人目　　５，０００円加算
３人目以降３，０００円加算

継続して実施
制度周知のため広報紙掲載等を行
う。

＜自立支援プログラムの活用＞
ハローワーク及び関係機関と連携し，母子自立支援プログラム
を活用して母子世帯の就労自立を支援します。

就労支援プログラム実施要領に
準じる

継続して実施 就労支援プログラム実施要領に準
じる

継続して実施

＜母子家庭の教育訓練給付＞
母親の主体的な能力開発を支援するため，教育訓練を受けた場
合，経費の一部を支給します。

自立支援教育訓練給付金事業及
び高等技能訓練促進費等支給事
業を実施

継続して実施
制度周知のため広報紙掲載等を
行う。

自立支援教育訓練給付金事業及び
高等技能訓練促進費等支給事業を
実施

継続して実施
制度周知のため広報紙掲載等を行
う。

福祉課

福祉課

福祉課

福祉課

福祉課

福祉課

母子（父子）家庭等の子どもが健全に成長することができるように，保護者に対して相談支援，経済的支援，自立支援などを，適切かつ総合的に行います。

ウ　自立支援の充実

福祉課

福祉課

福祉課

福祉課

ア　相談事業の充実

イ　経済的支援の充実
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