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 計画の基本的な考え方 
 

１１  計計画画策策定定のの趣趣旨旨とと背背景景  

 

わが国では、核家族化や女性の社会進出、個人の結婚観や価値観の多様化などを背景として少

子化が進行し、子どもと家庭を取り巻く環境が大きく変化しています。こうした少子化の進行は、

子どもの健全な育成の面や、将来における社会経済の活力の面で好ましくない影響を及ぼすこと

が懸念され、平成６年の「エンゼルプラン」の策定以降、様々な施策が展開されてきました。 

しかし、予想を上回る少子化の進行により、より一層の少子化対策と子育て支援策の必要性が

求められ、国は平成14年に「少子化対策プラスワン」、平成15 年には「次世代育成支援対策推

進法」を制定し、これにより、すべての地方自治体及び一定規模以上の企業には、平成17年度か

ら10年間に集中的・計画的な少子化対策を推進するための地域行動計画の策定が義務づけられま

した。 

また、平成16年には、少子化に対処するための基本指針として「少子化社会対策大綱」が閣議

決定され、それをもとに平成17年度からの５か年計画として「子ども・子育て応援プラン」が策

定されました。さらに平成19年末に「子どもと家庭を応援する日本重点戦略」が取りまとめられ、

「働き方の見直しによる仕事と生活の調和の実現」「仕事と子育ての両立と家庭における子育て

を包括的に支援する枠組みの構築」の２つが重要な取り組みとして示されています。 

さらに、平成 22 年１月には、「子ども・子育てビジョン」が策定され、「社会全体で子育てを

考える」「“希望”がかなえられる」の２つの考え方に基づき、子育て支援の総合的なビジョンが

定められています。 

このような国の次世代育成支援に関する一連の流れを受け、子どもが健やかに成長することが

でき、だれもが安心して子育てができる地域を築くため、高森町における子どもを取り巻く様々

な分野の施策を総合的に推進していくことができるよう、高森町次世代育成支援行動計画（後期

計画）を策定しました。 
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２２  計計画画のの位位置置づづけけ  

 
 この計画は、平成 17 年度から 10 年間の時限立法として、平成 15 年７月に制定された「次

世代育成支援対策推進法」第８条第１項に基づく市町村行動計画にあたる高森町の行動計画であ

り、平成 17 年３月に策定した「高森町次世代育成支援行動計画」の後期計画として策定しまし

た。 

 

 
  

３３  計計画画のの期期間間  

 
 この計画の期間は、平成 17 年度から平成 21 年度を期間として策定した行動計画（前期計画）

に引き続き、平成 22 年度から平成 26 年度までの５年間を期間とする行動計画（後期計画）と

して策定します。 

また、５年間の計画期間中であっても、様々な状況の変化により見直しの必要性が生じた場合

は、適宜、計画の見直しを行っていくこととします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 平成 年度 

後期計画（本計画） 

計画の見直し 

前期計画 



3 
 

 

 計画の基本的な考え方 
 

１１  基基本本理理念念  

 

 少子化や核家族化の進展、女性の社会進出や、それに伴う晩婚化、未婚率の上昇など、結婚や

出産・子育てに対する個人の価値観は多様化しています。 

 このような状況に対応し、これまで高森町では、平成 17 年３月に策定した「高森町次世代育

成支援行動計画」に基づき、子育てを取り巻く環境の整備、施策の充実に努めてきました。 

 高森町では、これまでの取り組みをさらに強化・充実する観点から、前期計画の基本理念であ

る「安心と楽しさが広がる 育ち合いの町 たかもり」を継承し、町民みんなで子育てに取り組

むまちの実現を目指し、子ども、家庭、地域が、未来に夢と希望が持てる高森町の実現を目指し

ます。 

 

【基本理念】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心と楽しさが広がる 

育ち合いの町 たかもり 
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22  計計画画のの体体系系  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

安
心
と
楽
し
さ
が
広
が
る 

育
ち
合
い
の
町 

た
か
も
り 

子どもたちの視点 

 

長期的、継続的な視点 

 

地域資源の効果的な 

活用の視点 

 

広域の視点 

 

新しい時代の視点 

基本理念 基本的視点 基本目標 基本施策 

1）地域における子育て支援サービスの 

充実 

2）子育てネットワークづくり 

3）保育サービスの充実 

4）児童の健全育成 

1）職業生活と家庭生活との両立の 

推進 

2）児童虐待防止対策の充実 

3）ひとり親家庭の自立支援等の推進 

4）障がい児支援の充実 

２ 安心して 
子育てができる環境づくり 

1）子どもや母親の健康の確保 

2）食育の推進 

3）思春期保健対策の充実 

4）小児医療の充実 

３ 健やかに 
生まれ育つ環境づくり 

1）次代の親の育成 

2）学校の教育環境の整備 

3）家庭や地域の教育力の向上 

4）子どもを取り巻く有害環境対策の 

推進 

４ 豊かな教育による人づくり 

1）子どもの交通安全の確保 

2）安心して外出できる環境の整備 

3）子どもを犯罪等の被害から守るため 

の活動の推進 

4）まちづくりへの子どもの参加 

５ 子どもにやさしいまちづくり 

１ 地域における 
子育て支援体制づくり 
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１－１）地域における子育て支援サービスの充実  

 

【現状・課題】 

 核家族化などの家族形態の変化は、子育て中の保護者が孤立する状況を招き、子育て不安や精

神的な負担の増大につながっています。 
 また子育て支援において、地域の担う役割は今後より重要になってきます。気軽に相談や交流

などができる場づくりや、子育てを支える地域活動の振興など、地域における子育て支援体制を

充実させていく必要があります。 

  高森町では、平成 18 年に子育て支援センターを開設し、センターを拠点とした子育て支援の

輪が広がっています。現在、子育て支援の中心として、多くの保護者の利用がありますが、より

内容の充実を図っていくことが求められています。 

 

【施策の方向】 

 妊娠時より、子どもを生み育てることの不安や悩みの解決に応えていける支援体制の確立を目

指します。子育て相談の充実はもとより、親子が気楽に集う場所づくりや、家庭訪問の実施、子

育て情報の提供を行っていきます。安心して子どもを生み育てることができるよう、今後も子育

て支援の充実に取り組みます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 
子育て支援センター

の充実 

子育て支援センターでは、親子での遊びの場の

提供、子育て相談等、地域で子育てを支援する

事業を行います。 

専門性を持ったスタッフによる相談窓口の充実

や家庭訪問の実施を行っていくとともに、情報

発信の充実を図ります。 

また、スペースの拡充についても検討を行い、

つどいの広場などの円滑な実施に努めます。 

■ファミリー学級の開催 

■つどいの広場の開催 

じーじばーばの会/ドレミの広場 

■家庭訪問・相談事業 

■保健師・保育士との連携、情報共有

化→保育園訪問 

■ペアレントトレーニングの開始 

講師:吉澤智子先生  年 6回 

２ 

ファミリー・サポー

ト・センター事業実

施への検討 

ファミリー・サポート・センターとは育児の援

助を受けたい人、行いたい人が会員登録し、保

育園などへの送迎や一時預かり等を行う事業で

す。実施に向けて、検討を進めます。 

■平成 24 年度総利用件数 68 件 

総利用人数 102 名 

総会員数 75 名 

■平成 25 年度協力会員研修会 5 名

参加 

■会員間の情報交換 

３ 子育て相談の実施 

コーディネーター・保育士による家庭訪問を実

施し、相談の充実を図ります。子育てについて

の相談に限らず、広い意味での家族支援として

の相談を実施していきます。 

■家庭訪問 

乳幼児家庭 1 件 
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４ 
保育ボランティア活

動の充実 

社会福祉協議会と連携し、ボランティアセンタ

ーを通じて、幅広い年齢層での保育ボランティ

アの活用を行います。（シルバー、大学生など） 

■シニア子育て応援隊 

芋作りなどのお手伝い 

■中学生・高校生のイベントでのボラ

ンティア活動 

５ 子育て情報の提供 

広報や情報誌等で、子育て情報の発信を行いま

す。医療機関とも連携を図り、情報提供を行っ

ていきます。 

■子育て通信の発行 

保育園入園号は好評につき各保育園

で配布 

■広報で活動など情報発信 
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１－２）子育てネットワークづくり  

 
【現状・課題】 

 子育てを行っているすべての家庭に対し、質の高い子育て支援サービスを提供していく上で、

地域と行政が協働した子育て支援サービスの地域ネットワークを形成していくことが重要な課題

となっています。 

 高森町では、子育てサークル（自主サークル）の活動が広がりをみせています。情報誌の発行、

各種イベントの開催、フリーマーケットの企画など、それぞれの得意分野を生かした活動は多岐

にわたっています。今後は、次の世代のお母さんたちへうまくバトンタッチしていける体制の支

援を行っていきます。 

 

【施策の方向】 

 子育てサークルの活動支援を積極的に行い、関係機関との連携のもと、子育て支援ネットワー

クの構築を図ります。今後は、次の世代の保護者に対し、活動内容を円滑に継承していけるよう

な支援に努めます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 
子育てサークルの活

動支援 

子育てサークルの活動を支援し、子育てネット

ワークの構築・充実が図れるようにしていきま

す。 

■子育てサークルとの連絡会の

開催 

２ 
地域子育て支援マッ

プの活用 

「たかもり子育て応援・あいあいマップ」を活

用し、子育て情報の提供をしていきます。 

また、新規の支援情報や変更内容を整理し、第

2 版の発行をしていきます。 

■新・あいあいマップの作成 

（平成 23 年 2月 19 日） 

転入時、乳幼児健診の際に配布 

 

３ 
子育てＮＰＯの育成

支援 

高森町近隣の子育てＮＰＯ活動の情報収集を行

い、新たな取り組みへの支援を行います。また、

ＮＰＯとの懇談を行い、お互いに連携を深めま

す。 

■ＮＰＯビスケットさん 

 

４ 子育て応援隊の拡充 

地域の人材を発掘し、専門性のある人、子育て

の経験者など幅広い人材による子育て応援隊の

拡充に努めます。必要なときに円滑な相談や援

助ができるように系統化をしていきます。 

■ファミリー・サポート・セン

ターの活用 

■各種機関へのつなぎや支援 

■支援センター利用者による人

材発掘…自らが講師・企画 

「あなたが主役！の支援センタ

ー」 
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１－３）保育サービスの充実  

 
【現状・課題】 

 全国的に少子化が進んでおり、今後の年少人口の動向をとらえた保育サービスの提供が求めら

れています。また、保護者の生活スタイルの多様化に伴い、安心して子育てができる柔軟な対応

も必要となっています。今後も、保護者の多様なニーズに対するきめ細かな対応を行うとともに、

子どもの幸せを最大限に尊重した適切なサービス提供のあり方を検討していきます。 

 高森町では、第三子の保育料を見直し、平成 17 年度から無料化を実施しています。今後は、

現在の保育サービス・保育内容の充実とともに、今後の保育園のあり方について検討していくこ

とが大きな課題となっています。 

  

【施策の方向】 

 保育サービスについては、子どもの幸せを第一に考えるとともに、利用者の多様な生活実態及

び意向を十分に踏まえてサービスの提供体制を整備し、地域の実情に応じた取り組みを行うこと

に努めます。施設整備、体制など、様々な視点から検討を重ね、未来を担う子どもたちのために、

保育園はどうあるべきか検討をしていきます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 長時間保育の実施 
保護者の就労形態の多様化に対応し、早朝・延

長保育の実施を行います。 

■保護者のニーズに合わせ弾

力的に受入れ 

■おやつ代の軽減 

２ 未満児保育の充実 
未満児保育の需要の高まりに対応し、受け入れ

保育室の確保や、職員体制の充実を図ります。 

■未満児室の充実【トイレ改

修・エアコン設置】 

■年齢別受入れの拡充 

■卒園式の未満児受入れ 

３ 保育内容の充実 

短縮保育の見直しを行い、保育日数の確保を行

うとともに、保育士の資質・意識向上に努めま

す。 

■短縮保育を見直し、保護者の

負担軽減。 

■保育日数の確保に努める 

■保護者アンケートを行い保

護者ニーズに対応可能な体制

づくり 

■保育指導専門員の設置 

４ 

病児・病後児保育の

実施に向けた 

検討 

保護者のニーズに対応した病児・病後児保育の

実施に向けて検討を進めます。 

■健和会病院内「おひさまはる

る」登録者数 41 名 

利用者数 29 人（2月末） 

【全体利用数 459 名】 

５ 
保育園の今後の 

あり方の検討 

「保育園のあり方検討委員会」を立ち上げ、保

育園の施設整備や運営体制について検討し、よ

りよい保育環境の整備に努めます。 

■平成 25 年度より私立吉田河

原保育園としてスタート 
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１－４）児童の健全育成  

 

【現状・課題】 

 子どもにとって、遊びなどの主体的な活動を通して様々なことを経験したり、学んだりするこ

とは、健全な成長を支える上でなくてはならないものです。そのため、遊びを通じての仲間づく

りや社会のルールを守る意識づくりが必要となります。地域の環境、人、資源を活用し子どもが

自主的に参加することができ、自由に遊び、安全に過ごすことのできる居場所づくりが重要です。 

 また児童の健全育成には人的資源の育成が不可欠であり、子育て支援の専門職育成や高齢者（育

児経験者）などの活用が必要です。 

 高森町では、スポーツや地域活動を通じて、異年齢の交流、地域の方々との交流を図り、「あい

さつ」を交し合える気持ちの通じた児童を地域全体で育み支えていきます。 

 

【施策の方向】 

 ふれあいスクールの充実を図り、放課後の安全な居場所を確保するとともに、あいさつの啓発

活動を積極的に行い、定着化に努めます。また、地域での様々な体験活動を通して、子どもの自

主性を育んでいきます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 
ふれあいスクール 

の充実 

「ふれあいクラブ」と「学童クラブ」で構成さ

れています。放課後の安全な居場所として、遊

びを通じて創造性や自主性を養う場としての環

境の整備に努めます。 

平成 24 年度 

■南小学童クラブ 48 名 

南小ふれあいクラブ 101 名 

北小学童クラブ 12 名 

北小ふれあいクラブ 52 名 

２ 
本に親しむ環境づく

り 

ブックスタート事業において、７か月児、２歳

半児、小学１年生に対して絵本の提供をし、親

子のふれあいの場や本に親しむきっかけづくり

をしていきます。 

「おはなし広場」で読み聞かせを行うとともに、

読み聞かせボランティアの育成・支援を進めて

いきます。 

■講演会の実施 

①絵本作家 飯野和好先生 

②語り手 藤田浩子先生 

■ブックスタート事業 

■各種読書会の開催 

■支援センター  

ピッピの時間・町長さんによる

読み聞かせ 

３ 
スポーツ少年団活動

の充実 

ケーブルテレビや、お知らせ版などの広報を通

じてスポーツ少年団員の確保に努めます。 

■お知らせ版、各学校への配

布、公民館への掲示などを行

う。 

■各団ごとのポスターを作成 

４ 健全育成事業の推進 
育成会活動や青少年問題対策協議会の開催など

を通し、子どもたちの健全育成を目指します。 

■地域の育成会活動への参加、

地域での支援 

■青少年問題対策協議会の巡

回活動 
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５ 
あいさつの励行と定

着化 

社会を明るくする運動・育成会・スポーツ少年

団・学校・保育園など関係機関ごとに、あいさ

つの啓発活動を行っていきます。また、家庭の

中でもあいさつができるよう、小さい頃から保

護者を含めた啓発活動を行います。 

あいさつ週間などを設定し、定着化を図ります。 

■社会明るくする運動での啓

発活動 

■各学校でのあいさつ活動 

■保育園での保護者への呼び

かけ 

■支援センターでの保護者へ

の広場での啓発 
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２－１）職業生活と家庭生活との両立の推進  

 
【現状・課題】 

仕事を持つ保護者の多くは、仕事中心の生活を送ることにより、家庭で過ごす時間が少なくな

っています。また、父親の子育てへの参加など、男女がともに仕事と子育ての両立を進めること

は、男女共同参画社会の推進の視点からも重要なものとなっています。 

 高森町でも、子育てに参加する父親は増加傾向にありますが、情報や知識の不足から、子育て

への参加のきっかけがつかめず悩んでいる人もいます。妊娠、出産における女性の役割の変化を

理解し、支える家族の大切さ、あり方を考えられる機会をつくっていくことが必要です。 

 

【施策の方向】 

 仕事と子育ての両立に関する啓発等を企業に働きかけるとともに、「プレママ・プレパパ教室」

において、男女がともに子育てに対する意識の向上を図り、仕事との両立を進められるようにし

ていきます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 
多様な働き方の広

報・啓発 

各企業にアンケート調査を行い、実態を確認し、

仕事と子育ての両立支援のための体制の整備、

関係法制度等の広報・啓発等の推進に努めます。 

 

２ 
父親の子育てへの参

加の推進 

「プレママ・プレパパ教室」において、妊娠期

から子育てに参加するきっかけづくりをしてい

きます。 

また、保育園行事等への積極的な参加をしても

らえるように、働きかけていきます。 

■ファミリー学級／マザーズ

クラスの開設 

■父親学級の開催 

親子運動教室・竹馬作り 

 

 

 

  、
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２－２）児童虐待防止対策の充実  

 
【現状・課題】 

全国的に、子どもの生命が奪われるなど重大な虐待事件が後を絶たず、全国の児童相談所にお

ける虐待に関する相談件数も増加を続け、依然として児童虐待は社会全体で早急に取り組むべき

重要な課題となっています。 

児童虐待は、身体的虐待だけでなく、ネグレクト（子育て放棄）や心理的虐待等、保護者が自

覚しにくいものや周囲が発見しづらいものについても深刻化しています。しかし、緊急に発生す

る事例であるとともに、対応に難しい面があり、児童のみでなく、保護者に対しての対応も検討

する必要があります。 

  

【施策の方向】 

 子どもか健やかに成長できるよう各関係機関と連携をとり、児童虐待の発生予防・早期発見・

早期対応に努めます。また、広報活動を行い、地域全体で見守る体制づくりを進めていきます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 関係機関との連携 

被虐待児等の発見や適切な保護を図るために、

関係機関との連携を図りながら、実態把握や

個々への適切な対応に努めます。 

■ケース会議の開催 

早い時期での実態把握 

２ 
虐待の発生予防・早

期発見・早期対応 

乳児訪問や乳幼児健診の中で、母親の精神面の

サポートに取り組むとともに、広報活動を行い、

地域での見守りを促進します。 

■保健師・保育士・支援センタ

ーとの連携会議の実施 

■関係機関との情報共有 

■広報活動 
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２－３）ひとり親家庭の自立支援等の推進  

 
【現状・課題】 

全国的に、様々な要因によってひとり親家庭が増加している中で、きめ細かな福祉サービスの

展開、生活、就業への支援などが求められています。また、経済が低迷する中で、生活保護世帯

も増加しており、こうした低所得世帯に対する子育て支援や、子どもを預かる施設と同時に、親

の受け皿となる企業が必要です。 

それぞれの家庭が自立して生活を営めるよう、経済的支援や相談事業をより一層進めることが

重要な課題となっており、地域のひとり親家庭の現状を把握しつつ、総合的な対策を実施してい

くことが必要です。 

 

【施策の方向】 

 ひとり親家庭に対して、経済的支援の充実を図り、子育てに関する相談体制を充実させること

により、子どもの健全な育成を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 
ひとり親家庭への経

済的支援の充実 

ひとり親家庭に対して、医療費等の助成を行い

ます。また、母子家庭のうち、条件を満たす家

庭に対しては灯油（現物）の一部を助成します。 

■保育園の延長保育の1/2減免 

２ 
ひとり親家庭への相

談体制の充実 

町役場・教育委員会や民生委員による子育てに

関する相談体制の充実を図ります。 

■乳幼児検診の際のフォロ

ー・つなぎ 

■保育園の入所への配慮 
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２－４）障がい児支援の充実  

 
【現状・課題】 

発達障がいをはじめ、様々な障がいのある子どもが増加傾向にある中で、早期発見・早期対応

を進めるとともに、円滑に療育へつなげていくことが重要です。 

障がいのある子どもが地域で安心してともに生活できるよう、サービスを充実し、障がいのあ

る子どもがいる家庭の子育てを支援していく必要があります。地域社会の理解に向けた啓発、関

係機関との連携強化、就学・就園時の各校・各園における対応の強化等を推進していくことが必

要です。 

 

【施策の方向】 

 障がいのある子どもの発達を支援するため、発達相談を行い早期発見・早期対応に努めます。

保育サービスにおける受け入れ体制の充実や、学校における教育的支援などの充実を推進します。 

また、家庭訪問等を行い、家族に対する支援も行っていきます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 

障がいに関する情報

提供及び相談体制の

充実 

保健師、保育士、子育て支援センター職員によ

る家庭訪問を積極的に行い、情報提供、相談業

務を進めます。養護学校や飯田市こども発達セ

ンター「ひまわり」など、外部機関で支援を受

けている児童に対しても相談などの支援をして

いきます。 

■臨床心理士の小中学校への

訪問の開始（各学校週 1回） 

／保育園への定期訪問／健診

への参加 

■特別支援教育専門員の設置 

保育園・学校への訪問・保護者

との面談 

■あそびの広場の活用 

■保育士・保健師の連携会議の

実施 

２ 

障がいのある子ども

への適切な教育的支

援 

支援を必要とする児童・生徒が学習しやすい環

境づくりに向け、幼児期から中学校、そして高

校へ続く一貫した連携・支援体制の充実を図り

ます。 

■保小中コーディネータ会議

の開催…特別支援専門員を中

心に事例研究など進める。 

■遊びの広場への専門機関の

指導 

■こども発達センターひまわ

り牧内園長 講演会 

■高森町就学相談委員会 
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３－１）子どもや母親の健康の確保  

 
【現状・課題】 

子どもが健やかに生まれ成長していくためには、母子保健の充実が不可欠です。妊娠・出産期

の女性は心身の状態が不安定になりやすい傾向があり、特に初めての出産の場合は、妊産婦の不

安も大きく、また出産後は子育てにおける肉体的・精神的負担により孤独感を感じたりすること

もあります。これらの負担や孤独感を和らげると同時に、特に子どもの健康に関する必要な知識

を普及するためにも、各種相談事業や親同士の交流の場をつくることが必要です。 

母子の健康づくりを効果的に進めていくためには、妊娠・出産から育児まで一貫した健康づく

りを支援する体制の充実に努めていく必要があります。 

 高森町では、母子の健康状態の把握のため各種健診を行っていますが、それに加えて、健診時

以外でも、母親が不安を感じたときなどに、迅速な対応ができる体制づくりが必要です。 

 

【施策の方向】 

 健診の充実はもとより、保健師、支援センターのコーディネーターの家庭訪問、妊娠時から産

後、その後の子育て期における母親の健康相談などを行い、子どもと母親が健康で安心して子育

てできる環境づくりを目指します。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 乳児訪問の実施 

子育て支援センターのコーディネーター・保健

師による家庭訪問を行い、子どもの発育の確認

や、子育てに関する相談・指導の実施を行いま

す。 

■2 ヶ月訪問時に、予防接種の

説明などを行い、きめ細やかな

対応。 

２ 乳幼児健診の実施 

４か月、７か月、10 か月、12 か月、１歳半、

２歳、２歳半、３歳時に実施します。 

乳幼児の健康状態を確認するとともに、相談コ

ーナーを設置し、保護者の子育てに関する相談

を行います。円滑な健診の実施に努めます。 

■スタッフを増員し、時間の短

縮や相談に対応。支援センター

との連携。 

■保育園の未満児保育士との

交流・情報共有…保育士の健診

への参加 

３ 健康学習の充実 

妊娠時から妊婦健康体操・マタニティビクス、

出産後のケアの仕方など健康学習の機会を設け

るとともに、産後は、乳幼児健診時に、子ども

の発達や発育についての集団学習を実施しま

す。 

■ファミリー学級の開設 

妊婦さんを中心に、家族みんな

で子育てを考える教室。 

■マザーズクラスの開催 

■助産師による家庭訪問 
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３－２）食育の推進  

 
【現状・課題】 

 昨今、食の安全についての不安が広がり、安心・安全な食に対する関心が高まっています。畑

で農作物などが育っている姿を見る機会も減り、食べ物と生産現場のつながりを実感することが

少なくなってきています。 

 また、暮らしが豊かになる一方で、経済活動が優先され、生活リズムの乱れだけでなく、いつ

でもどこでも好きな食べ物を口に入れることができるようになり、肥満や生活習慣病の増加及び

低年齢化、誤ったダイエットの仕方など憂慮すべき状況があります。 

 生活のリズムとしての規則正しい食事、栄養面でのバランスのとれた食事、安全面に配慮をし

た食事、家族が食卓を囲んだ楽しい食事など「健全な」食生活が失われつつあります。そのため、

食を通じた心身ともに健康な子どもの育成や家族との良好な関係づくりが重要となっています。 

 

【施策の方向】 

 「高森町食育推進計画」をもとに、乳幼児期からの食育を推進していきます。生涯にわたって

健康で豊かな食生活を実現するため、地元で採れた新鮮な野菜や果物を活用し、安全な食べ物を

選択する目や望ましい食習慣を身につけることを目指します。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 
給食における地産地

消の推進 

給食の食材にできる限り、地元産を利用し、使

用率をあげていくことで、児童・生徒が、地元

産の農産物に興味を持ち、食への安心を感じら

れるようにしていきます。 

■市田酪農の牛乳・ヨーグルト

の利用 

■学校・保育園での地元産食材

の利用 

■学校給食地産池消率 41.07％ 

保育園給食地産池消率 60.00％ 

２ 
親子料理教室等の開

催 

郷土料理を学ぶ機会として、料理教室を開催し

ます。教室を通して、親子のふれあい、食の大

切さ、地元の食材の良さを学べるようにしてい

きます。 

■親子料理教室 

 

 

 

３ 
高森健康食づくり推

進事業の実施 

「高森町食育推進計画」をもとに、食育ネット

ワークとして、保育園・小学校・中学校、子育

て支援センターなどが連携し、食育を推進して

いきます。幼少期の食生活が、生活習慣病対策

へつながっていくことなど、学習会を行います。 

■平成 22 年度「高森町食育推

進計画」を策定。今年度は、高

校生の料理教室を実施。今後も

周知徹底を行い、保健師、栄養

士、保育園との連携を行う。 

■保健師による講演（学校等

へ） 
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３－３）思春期保健対策の充実  

 
【現状・課題】 

 社会の情勢がめまぐるしく変化している現在にあっては、子どもを取り巻く環境も従来と

は大きく変わってきており、それに伴う思春期の子どもたちが抱える悩みの原因や内容も複

雑になってきています。全国的に十代の人工妊娠中絶、性感染症、性犯罪等の性に関する問

題をはじめ、薬物乱用、喫煙、飲酒等も増加傾向にあります。 

 今後は、関係機関と連携しながら知識の普及・啓発を図る必要があります。 

 

【施策の方向】 

 性に関する健全な意識を養うとともに、性感染症予防等に関する正しい知識の普及を図ります。

また、その他思春期における心の問題に関わる相談等の対応を進めていきます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 
性に関する正しい知

識の普及 

保護者と児童・生徒を対象に、性に関する正し

い知識を養い育てられるよう、小学校・中学校

で性教育を行い、理解を深められるように努め

ます。 

■支援センター助産師による

中学生 学年別性教育の授業

の開催【H24 年度 3回開催】 

■健和会病院小児科:和田浩先

生による思春期男子の心身の

話 

２ 
心の問題に関わる相

談体制の充実 

教育相談室を活用し、思春期ならではの悩みの

解決ができるように相談を実施します。また、

保護者からの相談も受けつけます。 

■家庭支援への対応 
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３－４）小児医療の充実  

 
【現状・課題】 

子どもが健やかに成長していくためには、保健・医療の両面から支援できる体制が整っている

ことが重要です。子どもの病気や事故等は、急激な変化から命に関わることも少なくないため、

いつでも適切な診療が受けられるよう体制を整備することが必要です。 

近年、小児科医師の不足は全国的に深刻な問題となっており、小児医療の充実は子どもを持つ

保護者の切実な要望となっています。 

 

【施策の方向】 

 小児医療体制の整備について考えていくと同時に、保護者の学習の場として講座などを開催す

るなどして、事故予防や処置の仕方などを学びます。また、中学３年生までの医療費の無料化に

ついても継続して実施していきます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 23 年度 取組み 

１ 
医療費の無料化の実

施 

中学 3 年生までの医療費を無料とすることを継

続的に実施し、子育て家庭の経済的負担を軽減

します。 

■引き続き実施 

２ 事故予防の推進 

保健師とも連携し、救急講座や医師の講演会等

を開催します。母親のホームケアの実施をし、

家庭内での事故防止に努めます。 

■健和会病院和田浩先生によ

るグループワーク 
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４－１）次代の親の育成  

 
【現状・課題】 

 少子化の進行や地域社会とのつながりの希薄化などにより、年齢の低いきょうだいの世話をし

たり、近所の子どもと遊んだりすることが減り、乳幼児とふれあう機会が少なくなっています。

そのため、子どもとふれあう機会のないまま親になる人が増加しており、こうしたことが子育て

を困難にしたり育児に不安を感じたりすることにつながっているのではないかと考えられます。 

 若者が自立して家庭を持てるよう、若者に対して子育てに伴う喜びが実感されるような意識啓

発を積極的に行う必要があります。 

 

【施策の方向】 

 子どもを生み育てることの意義に関する教育・広報・啓発を推進するとともに、家庭を築き、

子どもを生み育てたいと思う男女が、その希望を実現することができるよう、地域社会の環境整

備を推進します。 

また、子どもを生み育てることの素晴らしさや、命の大切さを考える機会をつくり、次代の親

となる小・中学生が、その意義及び子どもや家庭の大切さを理解できるようにするため、様々な

ふれあい体験学習などの機会の提供に取り組んでいきます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 

生み育てることに関

する教育・広報・啓

発 

幼児期から命の大切さを知る機会や親子で話を

聞く機会を設けるなど、家庭を築き、子どもを

生み育てることについての教育・啓発等を行い

ます。 

■ファミリー学級の開設 

妊婦さんを中心に、家族みんな

で子育てを考える教室。 

■中学校でのいのちの教育の

授業の開催【計 3回】 

２ 
乳幼児とのふれあい

体験の推進 

小・中学生が保育園への訪問を行い、小さな子

どもとのふれあいを通じて、「いのち」の大切さ

などを考えられる場とします。 

■職業体験で保育園、支援セン

ターへ 

■中学ボランティア委員会が

支援センターのイベントへ参

加 
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４－２）学校の教育環境の整備  

 
【現状・課題】 

子どもが大きく成長する就学期において、基礎学力の向上などはもちろん、子どもの心の豊か

さや、自ら考え、行動する力の育成も重要です。学校教育においては、新学習指導要領に基づき、

「生きる力」を育むことをねらいとして、授業時数の増加や指導内容の改善が図られています。 

学校は家庭とともに子どもの人間形成の場として重要な役割を果たしています。そのため、急

速に変化する社会に柔軟に対応できる能力や資質を育成するとともに、人間としてのあり方や生

き方について学ぶ心の教育の充実が求められています。 

今後は、多様な体験・交流活動などを推進し、子どもの豊かな心を育てる環境づくりを目指す

必要があります。 

 

【施策の方向】 

 子どもの社会性や豊かな人間性、創造性等の育成のため、ふるさとに根ざした特色ある教育や

自然学習などの体験活動等の充実に努めるとともに、子どもの主体性を重視し、自ら学び考える

学習環境の充実に努めます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 
保育園・小学校・中

学校の連携 

保育園・小学校・中学校の連絡を密に取り、交

流を図ることで、子ども一人ひとりがより良い

成長をすることができるように努めます。 

■保小中コーディネータ-会議 

■研修会への参加 

２ 
ふるさとに根ざした

特色ある教育の推進 

高森町歴史民俗資料館「時の駅」などを利用し

た郷土学習の推奨を行い、町の特色を生かした

教育を推進します。 

■ふるさと学習 

小学生の昔の遊びの研究 

干柿を活用したレシピなどの

作成 

３ 健康教育の推進 

「早寝・早起き・朝ごはん」運動の啓発を行い、

保育園・小学校・中学校での一貫した取り組み

を行うことで、家庭での実践を促します。子ど

もの基本的生活習慣の確立や生活リズムの向上

につながる運動として推進していきます。 

■保護者へのアンケート 

お知らせや各種説明会の際、啓

発を行う。 

 

４ 
いじめ、少年非行等

への対応 

子ども一人ひとりの生活や置かれている状況を

把握し、不登校など悩みを抱えている子どもへ

の早期対応に努めます。 

■いじめ防止条例制定に向け

た取組み 

５ 教育相談の充実 

近隣の高等学校との連携を図るとともに、家庭

環境に起因する不登校生徒への対応として教育

相談をしていきます。 

■学校・教委・関係者による支

援会議の開催 

６ 
学校施設の整備や安

全管理 

高森北小学校の増築、高森中学校の改築を行い、

施設環境の整備を進めます。その他、必要に応

じて修繕等を行い、安全管理をしていきます。 

■中学校の改築 

■南北小学校保健室エアコン

設置／普通教室扇風機設置 
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７ 
自然学習・環境教育

の推進 

ごみ拾いやごみゼロ運動に積極的に参加できる

ようにし、自然環境への理解を深められるよう

にしていきます。 

■地域のごみゼロ運動へ参加 

■緑のカーテンコンクールへ

の参加 

８ 就学支援の充実 

奨学金について、現行の制度を見直し、入学準

備金の貸付事業を創設するなど充実を図りま

す。また経済的理由によって就学困難と認めら

れる児童や、特別支援学級に在学する児童を持

つ保護者の経済的負担の軽減のために一定の費

用を援助します。 

心理士による相談体制を整備し、不登校などの

問題に事前に対応していきます。 

■入学準備金の貸付制度の開

始 

■支援費について、PTA 会費・

柔道着など補助枠の拡大 

■臨床心理士の学校訪問 
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４－３）家庭や地域の教育力の向上  

【現状・課題】 

家庭で親や祖父母等から受けるしつけや教育も、子どもが健全に成長していくために欠くこと

のできない要素です。個々の家庭において、しつけや教育が子どもの人格形成に与える影響の大

きさを十分に理解し、適切な教育がなされるよう支援していくことも必要です。 

高森町では月１回「家庭の日」を定め、家庭での親子の時間を大切していこうとする取り組み

を行っています。 

 また、子どもを育てるにあたり、地域社会全体が連携を取りながら、様々な人的資源や社会資

源等を生かしながら育てていくという視点が重要になっています。こうした教育環境を整備して

いくためには、地域の資源を活用した学習機会の提供や、多様な体験活動の充実、世代間交流、

スポーツ環境の整備などを進め、地域の教育力を向上させていくことが必要です。 

【施策の方向】 

子育て家庭が抱えている悩みは、子どもの発達段階によって異なります。これらを的確にとら

え対応するために、子育て講演会の開催や教育懇談会等を行い、家庭教育への支援の充実に取り

組んでいきます。 

 また、子どもを地域全体で育てるという観点から、家庭・学校・地域が連携し、地域における

教育力を総合的に高め、地域全体で子どもを育てていくという意識の向上を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 家庭の日の推進 

家庭での親子の時間を大切にする取り組みとし

て毎月第３日曜日を家庭の日と定め、「家庭の日 

読書に花（話）咲き テレビダウン」を合言葉

にテレビダウン、ゲームダウンを進めていきま

す。 

町全体の取り組みとして、会合の開催をしない

ことや、時間短縮をするなど、各地区にも協力

を求めていきます。 

■子ども読書活動推進計画の

策定・取り組み 

■第 3日曜日の「家庭の日」を

親子読書の日として広報 

２ 子育て講演会の開催 
保育園や子育て支援センターが積極的に取り組

み、子育てに関する講演会を開催します。 

■子育て講演会・神庭靖子先生

「こどもの心をのぞいてみた

ら～こころの成長に寄り添う

ために～」（平成 25年 3月 2日） 

48 名参加（定員有） 

■各保育園で参観日に合わせ

て実施 

3 教育懇談会の充実 

「教育を語る会」などと連携して、地域と保護

者で考える会にしていきます。より多くの方に

参加してもらう方法を検討していきます。 

■「教育をかたる会」の開催 

（平成 24 年 5月 26 日） 

「子どもたちの環境と地域で

支える仕組みについて」 

特別支援課指導主事中原直樹

先生 各種団体より 80 名参加 
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４ 
学校における外部人

材の活用 

社会人講師の活用や、部活動におけるスポー

ツ・アドバイザーによる指導を積極的に行いま

す。 

■支援センター助産師スタッ

フの中学校への講師派遣 

■地域の人材の活用 

ふれあい参観日の際の講師 

５ 
地域の自然を生かし

た体験事業の推進 

育成会によるキャンプを実施し、子どもの創造

性や自主性の成長を図ります。 

■育成会チャレンジキャンプ

と小谷村交流 

■福島県南相馬市の子どもと

の交流 

■ネイチャーキッズの実施 

６ 世代間交流の推進 

保育園では、「ジイジ・バアバ教室」として地域

のお年寄りに参加してもらい、園児と一緒にサ

ツマイモの収穫などを行います。 

老人大学などによる小学校訪問交流を実施し、

昔遊びなどを伝承していきます。 

■「ジイジ・バアバ交流」とし

て 4年目を迎え、より定着化し

ている。【保育園】 

■じーじばーばの会…孫育て

【支援センター】 

■シニア大学と小学校の交流 

南小・4年生総合的な学習支援 

工作／音楽／手品／柿むき作

業 

南小・クラブ活動の支援 

紙工作／将棋／折り紙 

1 年交流給食 4 年 1 組干柿作

り 

南小・マラソン大会ボランティ

ア 

北小・運動会参加 
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４－４）子どもを取り巻く有害環境対策の推進  

 
【現状・課題】 

一般書店等でも、性や暴力等に関する過激な情報を内容とする雑誌、DVD 等が販売されてい

ることに加え、テレビ、インターネット等のメディア上の性や暴力等の有害情報やインターネッ

ト上のいじめなど、子どもに対する悪影響が懸念されています。 

子どもへの携帯電話の普及も進んでいることから、自ら正しい情報を選ぶ力を育てることが大

切です。 

 

【施策の方向】 

家庭や地域において、インターネットや携帯電話の利用時に子どもが有害情報にふれることが

ないよう、配慮に努めるとともに、インターネットや携帯電話を使ったいじめなどが起こらない

よう、情報モラルや正しい使い方の指導・教育を進めていきます。 

 小学校・中学校との連携を図りながら、継続的に取り組んでいきます。保護者と子どもが情報

モラルに対し同じ認識を持てるよう、講演会等を行います。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 
情報モラル教育の推

進 

情報モラルに関する講演会等を行い、子ども、

保護者が共通の問題意識を持てるようにしてい

きます。それにより、学校だけでなく、地域や

家庭での教育を進めていきます。 

■子どもとメディア講演会 

「テレビ・ビデオ・コンピュー

ターゲームが子どもの心を破

壊している」片岡直樹先生 

平成 25 年 6月 2日予定 



25 
 

  
５－１）子どもの交通安全の確保  

 
【現状・課題】 

子どもが巻き込まれる交通事故が後を絶たない現在、子どもや子ども連れの保護者をはじめ、

だれもが安全で安心して通行できる道路交通環境の整備が必要です。 

また、交通環境のみならず、交通ルール・マナーについての教育・指導を徹底し、交通安全に

対する意識の向上を図っていくことが求められています。 

  

【施策の方向】 

 交通安全教室を開催し、交通安全に対する意識の向上を図るとともに、安全な道路環境の整備

を進めていきます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 交通安全活動の推進 

交通安全教室を開催し、交通ルールなどについ

て指導を行うとともに、親、地域に対しても指

導をしていきます。 

■保育園は天竜自動車学校に

て交通安全教室を開催 

２ 
安全な道路環境の整

備 

地区計画に基づき整備を行うとともに、年２回

の危険か所点検をもとに、地域との連携を図り

ながら、緊急性を判断し対応します。 

■危険箇所点検 

■地下歩道の整備 

児童のイラストを導入 

 

 



26 
 

 
５－２）安心して外出できる環境の整備  

 
【現状・課題】 

 全国的な少子化の背景の一つとして、生活環境の悪さが指摘されているように、楽しい子育て

を支え、健全な子どもの成長を図る上で、生活環境の与える影響は非常に大きなものとなります。

子どもが安全に遊び、家族がリラックスして生活できるような良質な生活環境は、今後子どもを

持ちたいと考えている若年層にとっても心強いものとなるため、その整備に努める必要がありま

す。 

 

【施策の方向】 

 公共施設等の危険要因の把握と対策の充実に努めるとともに、防犯灯の設置を計画的に行い、

子どもたちを犯罪の被害から未然に守ります。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 防犯灯の設置 
子どもを犯罪等の被害から守るために、計画的

に防犯灯の設置を行います。 

■地区計画に基づき計画的に

設置 

２ 公共施設の安全対策 
公園、保育園の遊具について定期点検を行い、

異常か所については修繕を行います。 

町内公園の遊具の修繕箇所の

整備 
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５－３）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進  

 
【現状・課題】 

 子どもが戸外で元気に遊ぶためには、犯罪のない環境づくりを目指さなければなりません。近

年、様々な犯罪が増加しており、地域における防犯対策や意識の向上が求められています。 

犯罪のない環境づくりに向けて、行政のみならず、家庭・地域などまちぐるみの防犯活動が求

められています。 

 

【施策の方向】 

 子どもたちが安心・安全に通園・通学でき、過ごせるよう町内パトロールを行い、地域全体で

の見守りを進めていきます。また、いざというときに駆け込める「こどもを守る安心の家」への

加入依頼、周知を行っていきます。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 
町内パトロールの実

施 

保護者・学校職員・役場職員を中心に、子ども

の下校時に合わせ、青色パトロールを実施しま

す。地域全体で子どもの安全を守る体制づくり

の強化をしていきます。 

■青色パトロールの実施 

夕方のみでなく、適に対応。 

２ 防犯活動の推進 

「こどもを守る安心の家」の加入依頼や周知を

進め、地域で子どもを守る取り組みを進めてい

きます。 

■「こどもを守る安心の家」の

確認 

■のぼり旗の設置 
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５－４）まちづくりへの子どもの参加  

 
【現状・課題】 

 「子ども」を、肉体的にも精神的にも未熟なものとしてとらえるのではなく、独自の世界と価

値観を持った存在として認め、まちづくりに参加させていくという動きが広まりつつあります。 

 次代の高森町を担う子どもたちの、まちへの思いを受け止め、まちづくりに生かしていくこと

が求められます。 

 

【施策の方向】 

 「高森みらい議会」を開催し、高森町に対しての意見を出し合うことで、児童・生徒が自らま

ちを良くしていこうという意識を持って参加できるようにしていきます。また、中学生の緑化事

業への参加により、まちの環境への意識の向上を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

№ 施 策 名 内   容 平成 24 年度 取組み 

１ 
「高森みらい議会」

の開催 

町の議会の様子を体感し、「自分たちのまちは

自分たちの手で」という考えを持ってもらうこ

とを目的に、小学 6 年生、中学 2 年生の児童・

生徒を対象とし、議会を開催します。 

■平成 25 年 2月 6日 

「みらい議会」開催 

みらい議会へ向けて、各学年ご

と町づくりの学習を深める。 

 

２ 緑化事業への参加 

中学生の植樹祭への参加や、町内企業の緑化事

業への参加により、環境への関心・理解を深め

られるようにしていきます。 

■中学校の植樹祭参加 

■新一年生への樹木配布 

 


