高森町(長野県)

子 育 て 応 援 ガ イ ド
子育て・教育応援事業および支援サービスのまとめ

- 令和４(2022)年度版 -

高森町みんなの未来全力応援宣言
～なりたい自分を見つけよう～
なりたい自分を見つけ出すこと 未来の自分に向かって挑戦すること
高森町はこれを全力で応援します

高森町
Takamori Town

高森町では、保健・医療・子育て支援が一体的に提供される仕組みづくりと、一人ひとりに寄り添った相
談支援、多くの方に利用いただける（利用しやすい）子育て・教育支援サービスの提供を目指して取り組みを
進めています。
この「子育て応援ガイド」は、その取り組みのひとつとして、妊娠を希望する方から高校生のお子さん（ま
たはお孫さん）を持つ方まで、子育て世代のみなさんが利用できる事業やサービスをご案内する冊子です。
また、子育て世代の方々はもちろん、すべての町民の皆さまに、高森町が各組織ごとで実施・提供している
子育て応援事業やサービスをわかりやすくお伝えできるよう、図や写真、一覧表などを用いて１冊にまとめま
した。
ぜひ、ご覧にいただき、高森町の子育てへのより一層のご理解とご協力を賜りますよう、お願いいたします。

「子育て・教育応援事業および支援サービス 早見表」 の見方
早見表の事業・サービス名の頭に付いている番号が、各事業・サービス説明ボックスの左上の番号とリンクしています。

（例）
※ 説明ボックスイメージ

各事業・サービス説明の見方
本書で紹介したサービス等についてのお問い合わせについては、各事業・サービス説明ボックス右上のマークが、お問
い合わせ先一覧の「マーク」に対応しています。お問い合わせや担当部署を知りたい場合等に、ご活用ください。
また、ＱＲコードが貼り付けられている場合、読み込んでいただくと、町ホームページ等で詳細情報がご覧いただけます
ので、お手持ちのスマートフォン等でご利用ください。

（例）

※ 町ＨＰ画面イメージ

お問い合わせ先一覧
マーク

教

課名

担当係名

・
・
教育委員会事務局 ・
・

こども支援係
学校教育係
社会教育係
文化財保護係

・ こども家庭総合支援室

電話番号

所在地

(0265) 35-9416

公民館１階

(0265) 35-9410

福祉センター1階

図

〃

図書館

(0265) 35-9434

公民館１階

あ

〃

あったかてらす

(0265) 35-5000

あったかてらす

(0265) 35-9412

役場庁舎１階

戸籍住民係

(0265) 35-9417

役場庁舎１階

健

健康福祉課

・ 健康係
・ 福祉係

税

税務会計課

税務会計係

(0265) 35-9413

役場庁舎１階

環

環境水道課

環境係

(0265) 35-9409

役場庁舎１階

産

産業課

・ 商工観光係
・ 森林保全係

(0265) 35-9405

役場庁舎２階

・ 防災安全係
・ 企画振興係

(0265) 35-9402

・ 広報係

(0265) 35-2321

・ 建設係
・ 管理係

(0265) 35-9407

総
建

総務課

建設課

役場庁舎２階

役場庁舎２階

子育て・教育応援事業および支援サービス 早見表
1 不妊治療費への補助

１歳

0歳

妊娠中
２

母子健康手帳
交付

５ 出生届

３

妊婦健診受診
票交付

７ 乳児一般健診補助

２歳

３歳（年少）

４歳（年中）

５歳（年長）

６～11歳

12～14歳

15歳～

６ 出生お祝い事業
17 生活習慣病予防血液検査

８ ２か月児訪問 ９ 乳幼児健診・相談
10 11 産婦健診・母乳育児相談

14 乳幼児期の予防接種
４ 産前産後家事支援事業

22 多子世帯の保育料等の減免

12 産後ケア事業

23 保育園副食費の免除（３歳以上児）

13 産後サポート事業

18 給食牛乳の補助

45 奨学金貸与

43 要保護・準要保護児童生徒就学援助

46 入学準備金貸与

44 特別支援教育就学援助

15 子どもの医療費支援（福祉医療費）(出生時～高校卒業まで）
16 児童手当（中学３年修了まで）
35 児童扶養手当（原則満18歳まで）、ひとり親家庭福祉金（原則18歳まで）
36 特別児童扶養手当（20歳未満）、障がい児福祉手当（20歳未満）
53 南信交通災害共済（掛け金補助）
31 こども家庭総合支援室
27 就学相談・教育支援
24 女性活躍子ども子育て拠点施設「あったかてらす」（交流・イベント開催、育児・子育て相談、各種情報の発信）
20 開放保育

28 年中児相談

37 子育て相談室
39 夢の教室（小５）

40 小原ヶ丘塾

41 スポーツ講演・コンサート等の開催
47 コニュニティ・スクール
49 ふるさと学習の推進
50 キャリア教育
51 地域人材育成
52 緑化事業（小１）

19 保育園通園（生後10か月～）

34 ふれあいスクール

21 延長保育（ひとり親家庭の延長保育料一部減免あり）
26 一時保育（原則平日のみ）（生後10か月～）
32 子育て短期支援事業（休日対応可）
33 病児保育（生後６か月～小学生)
25 ファミリー・サポート・センター事業（妊婦～小学校３年生までの児童をお持ちの方）
29 ブックスタート

29 ブックスタート

29 ブックスタート
38 学習支援員等の配置
42 ICT教育支援

30 子育てアプリ「高森ここいく」

48 平和学習の推進

子どもや母親の健康のために
健

１ 不妊治療費への補助

診断を受けた医師の指示に従って、妊娠届を提
出のうえ、母子健康手帳の交付を受けてください。

不妊治療を行う夫婦の経済的負担軽減のため、保険
適用外の治療費に対して補助が受けられます。

健

３ 妊婦健診受診票交付

健

２ 母子健康手帳交付

４

健

産前産後家事支援事業

妊娠中の方、５か月未満の子どもを養育してい
る方が、家事や育児の支援を受ける費用の補
助が受けられます。

妊婦健診について、国が定める検査項目を全額
無料で受診できます。（14回分）

健

５ 出生届

生まれた日から14日以内に届出をしましょう。（生まれた
日を１日目とし、14日目が休日の場合は翌開庁日。）

健

７ 乳児一般健診への補助

６

健

出生お祝い事業

高森町で生まれてくれたことに感謝し、子ども達の健や
かな成長を願って、お子さんを出生した場合に、子ども
一人につき出生祝金50,000円を受け取れます。
また、お祝い品の贈呈や、出生届コピーサービスを行っ
ています。

生後１か月～２か月までに乳児健診を受ける場合、1回
分が無料で受診できます。

健

８ ２か月児訪問

健

産後２週間目、産後１か月目に健診を受ける場合、２回
分を無料で受診できます。

健

11
11 母乳育児相談
乳房のトラブル、出産後の体調不良や育児不安など、
助産師による個別指導・相談を受けられます。

健

12 産後ケア事業（日帰り・宿泊・訪問型）

健

乳幼児健診・相談

４か月、７か月、１０か月、１２か月、１歳半、２歳、
２歳半、３歳児健診・相談で定期的にお子さんの
成長を見守ります。

保健師または助産師がご自宅を訪問し、母子の健康状
態や町の子育て支援について説明します。

10 産婦健診

９

産後のお母さんに心身を休めていただきながら、専門家
によるサポートを受けていただけます。

健

13
13 産後サポート事業
産後１年半まで、医療機関等で受けた母乳マッサージ
等の費用の補助（6,000円上限）が受けられます。

14 乳幼児期の予防接種（個別接種）
接種時期

対象時期が近付いたら、２か月訪問
または郵送で予診票をお送りします。
なお、標準的な実施時期と回数につ
いては、右表のとおりです。
（飯田医師会 予防接種委員会推奨
スケジュール）

Hib（ヒブ） 肺炎球菌 Ｂ型肝炎

生後２か月

１回目

１回目

１回目

生後３か月

２回目

２回目

２回目

生後４か月

３回目

３回目

生後５か月

４種混合

ＭＲ

水痘

健

日本脳炎 ＢＣＧ

２回目

１回目

（３回目）

２回目
３回目

生後７～８か月
生後12か月

ロタ
１回目

１回

３回目
４回目

１歳～２歳

４回目

１回目
４回目

１・２回目

３歳

１・２回目

４歳

３回目

５歳

15 こどもの医療費支援 （福祉医療費）

２回目

健

16 児童手当（中学３年修了まで）

保険適用分の医療費が無料（出生児～高校卒業ま
で）。（窓口にてレセプト代500円を負担いただきます。）

17 生活習慣病予防血液検査

健

健

中学３年修了までの子どもを療育している方が受
け取れます。（所得制限あり）

教

小６・中２および体調が心配な児童（希望者）は、生活習
慣病対策のための血液検査が受けられます。

インフルエンザ等の感染対策支援
インフルエンザ等の発症の防止やまん延予防のための
支援を行っています。

健

健康づくりの基盤を作る食育
教

地産地消の推進

健

食育の推進

子ども達が地元の農業に興味を持ち、食の安心を感じら
れるよう、保育園・学校では、給食にできる限り地元産食
材を利用しています。

子ども達が食の理解を深め、朝食を取ることの大切
さ等を知ってもらうために、外部講師にも協力をいた
だき、食育セミナー等を開催しています。

教

18 給食牛乳の補助
給食費の保護者負担額の軽減のため、すべての小中学生を対象に給食牛乳代の一部を町が負担します。

保育園を利用したい
教

19 保育園通園（高森町の保育園）

町内には４園（町立３園・私立１園）あり、生後10か月から入園が可能です。入園を希望する方は教育委員会事務
局までご連絡ください。※保育園：保護者が仕事や病気で家庭内での保育が難しい場合に、代わりに保育を行う児
童福祉施設。※認定こども園：保育の必要のないお子さんも入園でき、教育と保育を一体的に行う施設。
保育園名

20

区分

定員（名）

住所

1 下市田保育園

公立

120 下市田1043-1

(0265)35-3324

2 みつば保育園

公立

90 牛牧2520-2

(0265)35-3326

3 山吹保育園

公立

90 山吹3746-4

(0265)35-5147

4 認定こども園ぱどま

私立

155 吉田210

教

開放保育

就園前児童とその保護者を対象に、保育園を開放し、
交流やあそびの場としてご利用いただけます。

22

連絡先

教

多子世帯の保育料等の減免

同時入園でない３人目の未満児の保育料を10％減免
します。（同時入園の場合は３人目の保育料無料）
また、３歳以上児で３人目以降のお子さんの夕方の延
長保育料、おやつ代は無料です。

高森町キャラクター
「柿丸くん」

(0265)35-6771

教

21 延長保育

保育園の通常の保育時間を超えて保育が受けられます。
（夜７時まで）非課税世帯の母子・父子家庭は延長保育
料が半額です。

教

23 副食費の減免（３歳以上児）

町民税所得割額が一定額未満の場合、または第３子以
降の場合、副食費（おかず・おやつ代）を免除します。

地域の子育て支援サービス

あ
教

24 女性活躍子ども子育て拠点施設 あったかてらす
平成30年５月に丸山公園横に「あったかてらす」がオープン。
乳幼児健診や各種イベント・教室の開催、子育て支援セン
ター機能、女性の就業相談窓口など、女性の活躍や子育て
に関する各種機能を集約した、幅広く利用いただける施設で
す。２階では、女性が働く場所として利用できるほか、就業相
談会等を開催しています。

産

健
←町のクラウドソーシング事
業で活動した子育て中の
お母さん達によるＷｅｂサイ
トもご覧ください。

教

教
25 ファミリー・サポート・センター事業

26 一時保育事業 （原則平日のみ）

育児や家事について、手助けが出来る人と手助け
してほしい人とを結び付け、子育てを応援します。

保護者の病院受診や用事の際など、少し預かって
ほしい時に一時的に保育園に子どもを預けられます。

27 就学相談・教育支援

教

特別支援教育専門員、教育相談員が配置されており、
就学について早期から継続した支援が受けられます。

28 年中児相談

教

臨床心理士を交えた相談チームが、保育園での年中児の
生活を参観したうえで、保護者からの相談をお受けします。

29 ブックスタート事業
７か月児、３歳児、小学校１年生に絵本をプレゼントしています。親子のふれあいや本に親しむきっかけ
づくりとしてご活用ください。

図

30 子育てアプリ「高森

教

ここいく」

高森町の子育て情報がアプリで取得で
きます。お子さんの年齢に応じて、必要
な情報をプッシュ通知でお知らせしたり、
予防接種の予定や履歴、お子さんの成
長記録の管理等が行えるアプリです。
お手持ちのスマートフォンやパソコンでご
利用ください。※このアプリは母子手帳アプリ母

健

▼アプリストア「母子モ」で検索！！
このQRコードからダウンロードできます。
このアイコンが目印。

子モのサービスを利用しています。

▼ブラウザ版はこちら。

http://www.mchh.jp

高森町キャラクター
「柿丸くん」

児童の健全育成
スポーツを通した子どもの育成

教

教

育成会事業
キャンプやスキー等の全体での交流事業の実施や、
各地域ごとの健全育成活動等を行っています。

それぞれの団体に対する各種支援により、スポーツ
を通じた青少年の健全育成を目指します。

家庭支援の推進
教

31 こども家庭総合支援室
要保護児童対策地域協議会を設置し、子どもの養育、
家庭関係等、子育て家庭の様々な相談に専門員が対
応します。

32 子育て短期支援事業 （休日対応可）

教

家庭で子育てが一時的に困難になった場合（病気
や育児不安など）に、子どもを預けることができます。

教

33 病児保育
病中または病気の回復期のお子さんを健和会病院内「おひさま はるる」に預けられます。（生後６か月～小６まで）

34

ふれあいスクールの充実

学童クラブ

（～18時30分 ※～19時00分有料延長可）

教

保護者が就労等のため、放課後に自宅で一人になる
児童の居場所づくりを目的に、学校を利用し預かりを
行います。(小学校全学年対象）

35

教

完全下校時刻までの間、児童が安心して過ごせる居
場所づくりを目的に学校を利用し預かりを行います。
（春・夏長期休業中の対応あり、小学校全学年対象）

ひとり親家庭への支援

児童扶養手当 （原則満18歳まで）

健

ひとり親家庭で子どもを養育している方が受け取れ
ます。（所得制限あり）

36

ふれあいクラブ （～16時00分頃）

健

ひとり親家庭福祉金 （原則満18歳まで）

年１回、児童扶養手当を受給している（満額）ひとり親家
庭の方は活気アップ商品券5,000円を受け取れます。

障がい児世帯への支援

特別児童扶養手当 （20歳未満）

健

障がいのある20未満の児童（施設入所以外）を
養育している方が受け取れます。

障がい児福祉手当 （20歳未満）

健

常時介護を要する重度障がいのある方で20歳
未満の児童（施設入所以外）が受け取れます。

子育て世帯・女性活躍（就労）支援
教育委員会による就労支援

教

子育て中や介護中の女性に埋蔵文化財の整理・復元や発掘作業を行う作業員として勤務いただいています。
自由度の高い勤務時間の設定や、個々の事情に応じた相談にも、きめ細かに応じます。

産業課による就労支援
女性就労セミナー・子育て世帯向け就労セミナー・あったかてらすへの就業相談員の配置、クラウドソーシング事業
など、働きたい女性の就労支援や起業相談を行っています。

産

学校の教育環境の整備
37 子育て相談室

教

教

38 学習支援員等の配置

少人数学習や一斉指導では学習や学校生活が困難な
児童生徒のための支援員や小中学校図書館の司書を
町独自に配置しています。

不登校、学習、友だち関係等、悩みを抱える子ど
もの相談に相談員が電話や面接で応じたり、家庭
訪問を行います。

教

39 夢の教室

日本サッカー協会と協定を結び、高森町の子ども達が
自分自身の“夢”を育み成長していけるよう、小学校５年
生を対象とした「夢の教室」を継続的に実施しています。

教

41 スポーツ講演・コンサート等の開催

小中学生の健やかな成長を願い、スポーツや音楽等、
各分野で活躍する著名人の講演会等を開催します。

教

40 小原ヶ丘塾
学びたい意欲を持つ生徒、学習に課題を持つ生徒等、
中学生の学習支援と居場所づくりを目的とし、放課後に
開講しています。

いじめ防止の取組み

教

ｚ
ｚ

「いじめ防止条例」に基づき、学校・家庭・地域・町が
ひとつになり、いじめのない学校づくりを目指しています。

教

42 ＩＣＴ教育支援
一人1台タブレットを配布、各教室に電子黒板を整備し、ICT機器を活用しながら探求学習や協働学習を行っています。
またICT教育指導員、GIGAスクールサポーターを配置し、子どもたちや先生方をサポートしています。

子ども読書支援センター

図

高森ほんともWeb‐library

長野県内初の電子図書館を導入し、スマートフォン
やパソコンで本が読めます。（24時間利用可能。返却不要

高森の子どもたちの読書と情報活用を、学校と公共
の図書館が共同して支援します。「たかもり読書クラ
ブほんとも」の、楽しくて役立つ催しも開催しています。

就学・進学支援

図

で予約も可能。図書館での登録が必要です。）

教

教

43 要保護・準要保護児童生徒就学援助

44 特別支援教育就学援助

経済的理由で就学困難と認められる児童・生徒の保護
者の方は、学用品費等の経済的支援が受けられます。

特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者の方は学
用品や校外活動費などの経済的支援が受けられます。

45 奨学金貸与事業

教

46 入学準備金貸与事業

高校・大学等へ進学するお子さんを対象に、経済的理
由によって就学が困難な場合に奨学金を借りられます。

教

高校・大学等へ入学予定の子どもの保護者の方は
入学に必要な資金の一部を借りられます。

家庭や地域の教育力の向上
47 コミュニティ・スクール

教

教科やクラブの授業などに、町民がボランティアとして参
加し、学校と地域が目標やビジョンを共有し一体となって
活動を行っています。

48 平和学習の推進

教

平和の尊さ、戦争の悲惨さを学び、平和を愛する心を後
世に受け継ぐことを目的に、小中学生からも 「平和への
かけはし使節団」を募り、学習活動や広島平和のバス派
遣等の平和事業を進めています。

まちづくりへの子どもの参画
49 ふるさと学習の推進

教

小中学生に、資料館などで町の歴史・文化・偉人等につ
いて学んでもらうことで、郷土に愛着と誇りを持った子ども
の育成を目指します。

51 地域人材育成

50 キャリア教育

教

小学生は地域学習、中学生は「しごと☆未来フェア」等
を実施し、子どもたちが主体的に自己の将来を見つける
機会をつくります。

教

高森町の未来を担う子どもたちが、地域を知り、人と関わり合う中で、地域の課題に主体的に関わろうとする意欲や「たくま
しさ」、「思いやり」をもって町の未来を切り開いていく人材の育成を目指して、小学１年生から中学３年生までの総合的な
の学習の時間などを活用して、自発的に地域づくりに取り組む活動を行っています。

教

ブンカザイルキッズ

地域の宝物である文化財を体験しながら、楽し
く学ぶ取り組みです。地域の歴史や文化を知る
ことで、「たかもり」のことをもっと好きになります。

緑に関心を持ち、その大切さを知る機会として、小学1年
生へ緑化木の苗木を頒布しています。

環

ごみゼロ運動

産

52 緑化事業

学校を通じて、地域で実施される「ごみゼロ運動」への
小学生の参加を呼びかけ、子どもの環境美化意識を育
みます。

環

たかもり生きものしらべ（自然観察会）の開催

町の動植物誌『高森町の動植物』を活用しながら、参加
者の自然環境への関心を高めることを目的に、観察会
を年数回開催しています。

環

環境学習会

学校と連携して、自然環境・地球温暖化防止の環境学習への講師の派遣を行っています。また、地球温暖化防止や環
境保全のため、親子で参加していただける、ごみ処理・リサイクル施設の見学会などを開催しています。

安心して外出できる環境の整備
教

総

防犯活動の推進

町では、各地域での「こどもを守る安心の家」の登録拡大、防犯ボランティア「柿丸みまもり隊」の設置、子どもの下校
時刻に合わせた青色防犯パトロールの実施等、防犯活動に取組むことで、子どもにとって安全な地域を作ります。

建

公園・道路環境の整備
公園で安心して遊べるよう、毎年、遊具の定期点検と修繕を実施しています。地域と町が協働し、子どもたちが花や
土と触れ合うイベントなど、子育て支援に取り組んでいます。また、安全に歩ける歩道を幹線道路に整備していきます。

53 南信交通災害共済の加入補助

総

万が一、交通事故に遭った場合、最高２００万円の見舞
金が受け取れる保険です。高校生（１８歳）以下のお子さ
んの共済掛金（年間200円）を町が負担します。

総

通学路の安全対策

教

地区計画での意見・要望や、小学校PTA
による危険個所点検の結果をもとに、対
策や整備を実施しています。

建
総

柿丸くん交通安全マグネット
子どもを乗せた車への配慮と交通安全を目的に、高森町交通安全協会が作成した柿丸くんデザインの
交通安全マグネットを、出生届提出の際にお贈りしています。

住宅取得のための支援
産

住宅取得等補助金制度
高森町で新築住宅を建設・購入、または中古住宅を購入した方へ、住宅取得にかかる費用の一部の費用を
助成しています。

住宅金融支援機構との連携による金利優遇制度 （【フラット３５】地域連携型）
高森町では、住宅金融支援機構と連携協定を締結。子育て世帯等の方が町内に住宅を建設する際に、【フラット35】
を利用する場合、当初５年間または10年間、年マイナス0.25％の金利優遇を受けることができます。この金利優遇制
度を受けるには、【フラット35】契約時に町が発行する証明書が必要になります。
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