
次世代育成支援対策行動計画後期計画の評価

基　本　目　標

後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

健康福祉課

地域福祉課

生涯学習課

健康福祉課

地域福祉課

家庭での親の教育力を高めるため、町内5幼稚園の保護者を対象

に、家庭教育学級（講演や実技の教室）を各園で計9回、5園合同

で年1回実施し、保護者・園児973人の参加があった。

また、昨年に引き続き、家庭教育の重要性を家庭・学校・地域が共に

考える機会として、家庭教育シンポジウムを開催し、幼小中保護者を

中心に81名の参加があった。

子育て支援センターで保健師との座談会の場で生活習慣について話

す機会を持つことができた。参加者35組

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり

① 子どもが基本的な生活習慣を身に付けるために

子どもの基本的生活習慣の確立

のための相談・啓発及び学習機会

の充実

子どもの基本的な生活習慣の確立のために、乳幼児健康診査

時などの成長・発達等に関する相談・啓発の充実及び子どもの

各種健康教育、家庭教育学級等の充実を図ります。

生活習慣病の予防に関する学習

機会の充実

生活習慣の乱れによって生じる生活習慣病について理解し、そ

の予防方法について学べるよう、乳幼児健康診査で対象者を

把握し、子育て支援センター等を利用した学習機会の充実を

図ります。

乳幼児健診の機会にパンフレットの配布（943人）、個別指導を実

施し、継続指導が必要な場合は、各種教室、健康相談につないだ。

乳幼児健診の問診時に起床・就寝時・食生活等の確認を行い、パン

フレットの配布、個別相談を実施し、必要なケースは各種教室、健康

相談につないだ。

子育て支援事業として、子どもの成長・発達の講座を年間2回開催し

た。　　　　　出席者数延べ　30名

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

食育の推進 健康福祉課

食育の推進 企画課

産業課 おいしいご飯をたべよう事業（4幼稚園）で実施した。

食育の推進 栄養教諭を中核に、学校だけでなく家庭や地域とも連携を図りながら

学校における食育を推進した。また、給食メニューレシピ集を作り、広く

周知した。

○自分で自分の健康を守り、健全で豊かな食生活を送るため

の能力（食事の自己管理能力）を養うため、食習慣の形成

時期である小さい頃からの食育を推進します。

○自分で自分の健康を守り、健全で豊かな食生活を送るため

の能力（食事の自己管理能力）を養うため、食習慣の形成

時期である小さい頃からの食育を推進します。

昨年度に引き続き、5月3日開催のふれあいまつりにおいて、兵庫大学

との連携事業として「生活習慣病対策教室」を実施（全４回）し、

多くの方に参加・体験していただいた。

○学校において、子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい

食習慣を身につけることができるよう、学校給食が食育の生きた

教材となるよう充実に努めます。

教育課

健康福祉事務所や稲美町ヘルスの会等、関係団体と連携し、生活

習慣病予防や食育の推進を図った。

稲美っ子食育ひろばでは「いなみブランドを使った料理教室」を開催し、

食育活動を実施した。

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

乳幼児健康診査の充実 健康福祉課

予防接種の推進 健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

地域福祉課

交通安全教育の充実 危機管理課

母子手帳交付時や乳幼児健診時等の機会にパンフレットを配布し、

喫煙の害等の知識を普及させ、家族の禁煙を勧奨した。

② 子どもの病気や事故を予防し、健やかな育ちにきちんと対応するために

各種乳幼児健康診査の充実を図るとともに、未受診児の把握

に努め、健康診査の結果、支援が必要な場合は適切な指導

援助を行います。

すべての子どもが正しい知識のもと計画的な予防接種によって

疾病を免れるよう、「広報いなみ」や健康相談等により、予防接

種の意義や重要性を十分PRし、その周知を図ります。

　交通ルールを守り、よりよいマナーが実践できる子どもを育成す

るため、関係機関の協力を得ながら、交通安全教育の充実に

努めます。

町内の保育園、幼稚園、小中学校等において、加古川警察署の指

導のもと、稲美町交通安全連絡協議会の協力を得ながら、講話・ビデ

オ・歩行訓練、自転車訓練といった内容で交通安全教室を開催した。

（実施回数16回)

こんにちは赤ちゃん事業で4カ月までの乳児を持つ家庭を訪問し、たば

こ・喫煙についての注意事項を説明した。

　訪問件数　256件

歯の健康づくりの充実 各種歯科健康診査時における生活指導を通じ、歯磨きの励行

や食生活等、日常の育児の中での歯の健康づくりを推進しま

す。

乳幼児期の事故防止に関する啓

発

「こんにちは赤ちゃん事業」等でたばこと喫煙についての知識の普

及を行い、家族の禁煙と周囲の人への分煙等を働きかけるとと

もに、乳幼児健康診査等で事故防止に関する啓発を行いま

す。

未受診フォローにより、受診率の向上と未受診児の全数把握を目指し

た。（Ｈ26年度未受診把握率4カ月児100％、10カ月児100％、

1歳6カ月児100％、3歳児101％）

H26年度接種率 ＢＣＧ95.5％、ヒブ98.2％、小児用肺炎球菌

98.1％、MR1期95.6％、MR2期95.8％、となった。

広報や乳幼児健診等で周知、また、未接種勧奨を行い接種率の向

上に努めた。

10カ月健診から歯科指導を実施し、う歯の予防に努めた。(対象者数

733人）

3歳児健診う歯り患率　H25　15.6％　→　H26　16.9％

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

防犯対策の推進 危機管理課

健康福祉課

健康福祉課

小児救急医療体制の充実 健康福祉課

応急処置法の指導・啓発 危機管理課

○子どもを狙った犯罪を未然に防ぐため、子どもを守る110番の

家の設置充実等、通園・通学路や公園・広場等の地域環境

の中で犯罪の発生しない環境整備を推進します。

○不審者に対する対応指導や地域における防犯意識の高揚

に資するための啓発活動を推進します。

主要道路、通学路等における防犯灯の未整備区域に、計画的に防

犯灯を設置している。（平成26年度新設数　81灯）

毎月20日の「地域安全の日」には、各地域においてのぼり旗を立て防

犯意識の高揚を図っている。また２月には推進大会を開催し、運動の

再認識と団体相互の連携をさらに深め、今後の地域防犯活動の充実

をはかった。

疾病や障害の早期発見・早期治

療・早期療育の推進

医療機関との連携を図り、先天性代謝異常検査、各種乳幼

児健康診査、発達相談等により、疾病や障害の早期発見・早

期治療・早期療育に努めます。

発達障害に対応できる相談体制

の充実

LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥／多動性障害）、高

機能自閉症等、発達障害に対応できる相談体制の充実を図

ります。

乳幼児健診の実施により、疾病などの早期発見に努めた。

また、H26年度より発達相談を町単独で実施しており、発達障害の早

期発見・早期療育体制の強化に努めた。（H26相談、乳児7人、幼

児12人）

乳幼児健診で心理相談員２名による問診・指導を実施し、きめ細や

かな相談体制に努めた。（H26相談件数49件）

医師会等の協力により、小児科専門医の診察が受けられるよ

う、休日、夜間救急医療体制の充実を図ります。

また、県の「小児救急医療電話相談事業」の広報に努め、その

周知と活用の促進を図ります。

町民が正しい応急処置法を身に付けられるよう、消防署員など

による応急処置法の指導・啓発に努めます。

加古川市東消防署稲美分署の指導を受け、各種団体を対象とした

AED講習を実施し、応急措置法の普及・啓発を行った。また、自治会

等の防災訓練で応急措置法の普及のため、加古川東消防署稲美分

署の指導が受けられるよう連絡調整を行った。

小児救急医療体制の充実を図るため、広域行政で協議を重ねた。

（東播磨圏域健康福祉推進協議会医療部会）

日曜・休日は加古川医師会が当直し、夜間については、夜間急病セ

ンターが救急患者に対応した。また、東播磨臨海地域小児二次救急

医療事業を加古川西市民病院・加古川東市民病院・明石市立市

民病院・明石医療センターにおいて実施した。

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

教育内容の充実 教育課

教育課

全幼稚園合同で研究会を開き、「ごっこ遊び」を通して表現することと

人間関係を作る研修を積み重ねた。また、「家庭の教育力」、「地域の

教育力」を生かした幼稚園教育の充実に向けても協議を重ねた。

地域に信頼され、開かれた学校を実現するために、各学校園とも学校

評議員が学校関係者評価委員のメンバーとして入り、意見や思いを学

校運営に反映させることに努めた。また、学校便りやホームページ、役

場の閲覧コーナー等を活用し、学校評価結果を広く公表したりするな

ど、学校運営等の状況等について、保護者や地域の方々に情報提供

し、理解と参画を得て教育活動を進めてきた。

開かれた学校づくりの中で知見を深めるためにふるさとの先輩事業を

行ったり、各学校の課題解決のために特色ある学校づくり研究事業を

行うなど、これらの活動を通して児童生徒への学習意欲を高めるため

取り組んだ。また、全国学力・学習状況調査の結果を基に、教育及び

教育施策の成果と課題を検証し、教育指導や学習状況の改善に役

立てた。

情報モラル、食育に関する研修会を行い、児童生徒が置かれている

ネット社会への適応や食育を中心とした健康教育のあり方について研

修した。

幼小中の連携を図りながら、幼稚園・小学校1・２年生に月１回程

度、小学校３・４年生に月２回程度、小学校５・６年生に週1時間

の割合で外国語活動を行い、コミュニケーション能力の素地の育成に努

めた。

③子どもの生きる力を育む学校教育のために

○児童の学力の実態を把握し、その結果を学習指導の工夫・

改善に生かします。また小学校高学年への教科担任制の導入

により教員の専門性を生かした学習指導、少人数指導等によ

る一人ひとりの児童生徒に応じたきめ細かな指導を行うことによ

り、児童生徒の確かな学力の向上を図ります。

○教職員に対しては、初任者研修・経験年数別研修のほか、

人権教育や情報教育・特別支援教育、教育相談等の今日的

課題についての研修を充実し、資質の向上を図ります。

○外国語指導助手を幼稚園と小学校に配置し、外国語を用

いた活動を通して、積極的に人とコミュニケーションを図り、言葉

の大切さや豊かさに気づかせ、言語に対する興味・関心を高め

ていくことを推進します。

○きめ細やかで濃密な指導を一人ひとりの園児に行い、幼児教

育の充実を図ります。

学校評議員制度の実施による信

頼される学校づくりの推進

小・中学校に学校評議員を平成14年度より設置し、学校運

営に関する意見を聞き、教育に反映させるとともに、学校の自

己評価を行い、学校通信等により保護者や地域の方々への説

明に努めます。

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

基礎学力向上の推進 教育課

教育課

教育課

教育課

社会体験的な学習機会の拡充 ○国際理解、情報、環境、福祉・健康等の今日的課題につい

て、体験的な学習機会を拡充し、総合的な学習の時間の充

実により、「生きる力」の育成を図ります。

○自然に触れ合う体験を通して、命の大切さ・感動する豊かな

心を身につけるなど「生きる力」を育成する小学校体験活動事

業を充実することに努めます。

○全国学力・学習状況調査の結果を分析し、児童・生徒の実

態を把握して基礎学力の向上に向けた取組を行います。

全小中学校による悉皆（しっかい）調査で行われ、国語と算数・数学

の結果分析により、活用力・言語活動の内容を中心に、授業改善、

学力の向上に努めた。

○学校・家庭・地域、産業界及び行政機関の連携・協力の

下、中学生を対象に職場体験活動を行い、生徒の「生きる力」

をはぐくむとともに、家庭・地域の教育力向上を図ります。

○「新学習システム」として、児童・生徒の実態に応じて、少人

数授業・複数担任制及び兵庫型教科担任制等の取組を行

い、学習意欲の向上や基礎基本の習得、中学校への円滑な

接続に努めます。

「地域の子どもは地域で育てる」という観点のもと、職場体験学習を行

い「生きる力」の育成に努めた。

児童会や生徒会活動等の充実 児童生徒が相互に協力し、よりよい学校生活を築く自主的・実

践的な態度を育成するため、全小・中学校において児童会・生

徒会や各種委員会活動の充実を図ります。

「新学習システム」における少人数授業・複数担任制、兵庫型教科担

任制を行い、校内推進委員会などを中心に推進した。個に応じたきめ

細かな指導のもと、小集団活動などの授業型式を取り入れながら、

個々の有能感を高めた。また、学級担任のみならず複数の教師による

多面的な児童理解に努め、中学校への円滑な接続に努めた。

総合的な学習の時間を中心に、各教科の授業においても、積極的に

ゲストティーチャ―を招聘した。専門性の高い知識から知見を深めたり、

体験を通した活動による授業に取り組んだ。また、調べ学習による事前

学習においては、自ら考える力を養った。

小学校５年生が自然の中での長期宿泊体験を通して、豊かな感性

や社会性を育むことができた。また小学校３年生は、地域の自然の中

で動植物に触れ、環境学習に取り組んだ。

学校では児童生徒同士や教師による読み聞かせを行ったり、図書委

員や図書担当者から本の紹介を行った。町立図書館からは、学級用

の本の貸し出しを行った。また、学校図書館ボランティアによる本の整

理、カバー付け、修理等、学校図書館の環境整備に多大な協力を得

た。学校図書館の機能が、児童生徒の言語能力や情報活用能力の

育成に大きな役割を果たしている。

中学校では生徒会が中心となり、各種行事の企画・運営に主体的に

取り組み、創造性や活動力を養った。また、小学校では、各委員会活

動の目的に沿った取り組みを通して実践的に児童会活動を推進した。

学校では、読み聞かせや本の紹介等により、児童生徒の興味・

関心を喚起し、「朝の読書」や読書目標を提示する取組等を

通して、読書習慣の形成を目指し、町立図書館と連携して、

親子で読書する時間や家庭と連携して読書活動の充実を図る

とともに、学校図書館の一層の活用を図リます。

学校図書館の充実と活用の促進

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

教育課

地域福祉課

【子育て支援センター】

各種事業（出会いの広場）等　年間延べ人数7,816人

（水9：00～12：00　・月～金13：00～16：31）

教育課

地域福祉課

【幼稚園】月に2～3回未就園学の「ひよこ学級」を開催した。遊戯室

や園庭を開放したり、運動会や七夕会等の園行事に参加を得たりする

等、親子の遊びの場や仲間づくりの場を提供した。

【保育所】夏祭り、運動会等で親子の交流の場を持ち、また子どもたち

は、各園で自然を親しむ場を持つことに努めた。

子どもの遊び場、親子による交流・

自然体験ができる場の提供

公園や芝生広場等、子どもの遊び場の整備を図るとともに、幼

稚園、保育所、子育て支援センター、児童館等における各種

行事等を通じ、親子による交流・自然体験の場を提供し、親

子の相互理解やふれあいを促進します。

【児童館】

幼児のつどい・コスモス広場等で親子の交流の場を持つことができた。

延べ8,899人

コロボックルの会では、春に万葉の森・中央公園の散策、秋に加古大

池の散策を行い、親子で草木を使った製作活動を行った。

④ 子どもたちが様々な活動や体験をするために

子どもの遊び場、親子による交流・

自然体験ができる場の提供

公園や芝生広場等、子どもの遊び場の整備を図るとともに、幼

稚園、保育所、子育て支援センター、児童館等における各種

行事等を通じ、親子による交流・自然体験の場を提供し、親

子の相互理解やふれあいを促進します。

ボランティア活動や職場体験の機

会充実

町社会福祉協議会主催の夏休みボランティアスクールにおける

ボランティア体験や、中学２年生対象の「トライやる・ウィーク」に

よる職場体験等の機会充実を図り、児童生徒の「生きる力」を

はぐくむとともに、家庭・地域の教育力の向上を図ります。

「トライやる・ウィーク」で培われた地域との絆を活用し、地域の方々と中

学生が行事等で交流を深める「トライやる｣アクションを実施した。

「トライやる・ウィーク」に、子育て支援センターで中学生に親子とふれあ

う機会をもってもらった。　受入生徒数4人

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

子ども会活動の支援 生涯学習課

文化の森課

教育課

環境学習等の推進 生活環境課

地域福祉課

地域の食材を生かして子どもとともに家族で参加できる体験教室を開

催した。

「ふるさとの先輩事業」等を通じて、各界で活躍する地元出身者からさ

まざまな体験を聞いたりすることにより、生まれ育った稲美町をより深く理

解することができ、ふるさとへの愛着心が深まった。

子ども会の活性化を図るため、幅広い体験活動への取組等、

組織力向上に向けた提案を行っていくほか、集団指導者養成

講習会等を実施し、その側面支援に努めます。

地域への愛着を高める活動の促進 ○「ふれあい交流館」や「いなみ野水辺の里公園」等で行ってい

る、地域の自然環境や地域の人々と伝統文化にふれることので

きる行事や地域のことを学習する事業の充実に努めます。

子ども会育成協議会へ活動費として65万円、活動中のケガ等に備え

た安全会費として69万9千円、合計134万9千円の補助金を交付

し、活動を支援した。

また、指導者を対象に「いきいきとした子ども会活動のためのレクレーショ

ン」をテーマに研修会を開催、53人の参加があった。

「郷土資料館」でしめ縄教室(12/4・10人参加)を1回実施した。

「いなみ野水辺の里公園」では、水辺の里公園セミナーやイベントを11

回実施し、自然環境を題材とした講座に取り組み、子どもや保護者

442名の参加があった。

子どもと保護者に向けたイベントや

地域活動の情報提供

イベントや地域活動への子どもの参加を促進するため、子育て

支援センターの情報紙「もも」や町の広報紙、ホームページ等、

様々な媒体による情報提供に努めます。

○児童・生徒に広い視野や知見を与え、今後の人生の目的や

希望をもたせるため、平成21年度から実施している「ふるさとの

先輩事業」の充実を図ります。

○「稲美町環境基本計画」に基づき、ため池・樹林・農地等、

地域の自然環境を活かした環境学習の場を整備するとともに、

地域の環境特性を活かした教材や活動内容を示した環境学

習プログラムを作成し、環境学習の推進を図ります。

生ごみを堆肥化する環境出前講座等を開催して、家庭でのごみ資源

化、減量化についての取組みを呼びかけた。

子育て情報紙「もも」・「まちの子育てひろば」や町の広報紙で、毎月の

事業の紹介を行い事業によっては、町のホームページに掲載したり、チラ

シの全戸配布を行った。

○自然体験等を通して環境保全への理解を深めるために、「環

境出前講座」などを開催します。

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

読書活動の推進 文化の森課

地域福祉課

教育課

文化の森課

学校支援地域本部事業を通して、学校支援ボランティアの方々の協

力を得ながら、本の整理、カバー付け、修理等、学校図書館の環境整

備に努めた。児童生徒の生活の中に読書を根付かせていくための読書

指導として、朝読書やボランティアと教師による読み聞かせ等のおはなし

に直接触れる機会を設定してきた。

各学校図書館と町立図書館が連携して読書活動や学習活動に係る

情報の収集、提供及び図書館資料の廃棄・配架等の指導を行うた

め、町立図書館から支援員２名を派遣した。

○大人が読書の大切さ・楽しさを知り、子どもに伝えることによっ

て読書習慣をはぐくむよう、「広報」や「図書館カレンダー」等によ

る保護者への啓発や学習機会の提供に努めます。

○４か月児健康診査受診時にはじめての絵本運動及びブック

スタート事業を行い、絵本の読み聞かせの大切さをお話しし、絵

本の貸出しと絵本のプレゼントを行います。また、図書館の「おは

なし会」やコスモス児童館、子育て支援センターでは、幼児の頃

から本に親しむ機会を提供します。

町広報誌、図書館カレンダー等に毎月の新刊情報やおはなし会の案

内を掲載し、読書活動のきっかけ作りの場の提供、啓発に努めた。

毎月おこなわれる4カ月健診時に、「はじめての絵本運動」（絵本の読

み聞かせ、絵本のプレゼント）をおこなった。また、毎月おはなし会等を

開催し、幼児期からの絵本に親しむ機会を提供した。

【子育て支援センター】

コロボックルの会で、参加者が絵本を持ちより、各家庭の読み聞かせの

情報交換を行った。また、スタッフや参加者の母親が、他の親子に向け

て、絵本の読み聞かせを毎活動時に行い、意識の高揚を図った。支援

センターで、絵本の貸し出しを行い、親子で絵本に親しむ機会を増やし

た。「おはなしでてこい」の事業を開催し、影絵、ペープサート、プロジェク

ターによる絵本の読み聞かせ等手法を変えて話に親しむ場を設けた。

【児童館】

幼児のつどいの活動の中で、絵本講座を開催し、保護者の方に『読み

聞かせ』の大切さを実感してもらった。

○幼稚園、学校、児童館等における子どもの読書活動を支援

するために各施設や団体等と連携・協力し、読書環境の整備

に努めるとともに、子どもの読書活動の一層の充実を図ります。

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

人権教育課

地域福祉課

いじめの解消 人権教育課

教育課

地域福祉課

　代表者会　1回、実務者会12回・検討会19回 　開催

各学校の「いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ対応チームを中心

に、担任、学年、全職員が一体となっていじめ防止、いじめ対応に取り

組んだ。また、スクールカウンセラーと連携をとりながら、児童生徒や保護

者への支援、心の安定を図り、また、教職員の研修等にも取り組み、

積極的に問題の解決に努めた。

要保護児童対策地域協議会で関係機関と連携を図り、対象児童の

早期発見・保護に努めた。

各校園ＰＴＡの研修において、「子どもの人権」を尊重した子育て・親

子関係、躾等の内容で講師を選定し、研修会・講演会を開催した。

児童の人権を守るための事業として、児童虐待防止推進に努め、広

報等で啓発し、関係機関の研修を行った。

道徳の授業を要として、学活等を使って、児童生徒の心の耕しを行っ

た。また「いじめはどの子にも、どの学校にも起こり得る」という認識のも

と、各学校ごとに作成した「いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの実

態把握アンケートやQ-Uテスト等を活用し、いじめ前兆の早期発見と

早期対応、解消に取り組んだ。「心の教育アドバイザー」が、子どもを取

り巻く環境に関わり、関係機関とも連携しながら、いじめや不登校の解

消に向けて取り組んだ。

⑤ 子どもの人権を守るために

児童の権利に関する条約の普及

促進

子どもの健全な成長を保障するためには、子どもを権利の主体

者としてとらえることが重要であり、「児童の権利に関する条約」

の理念・内容の普及に努め、町民意識の高揚を図ります。

被害（虐待・いじめ・犯罪等）に

遭った子どもの立ち直り支援(子ども

のカウンセリング、保護者への支援・

助言等)

児童の権利に関する条約の普及

促進

子どもの健全な成長を保障するためには、子どもを権利の主体

者としてとらえることが重要であり、「児童の権利に関する条約」

の理念・内容の普及に努め、町民意識の高揚を図ります。

児童生徒一人ひとりを大切にする心の教育を実践するとともに、

いじめ対応マニュアルに基づきいじめは絶対許さない、いじめのサ

インを見逃さない、日頃から望ましい人間関係をつくっておく等の

共通理解を教職員全員がもち、保護者や関係機関と密に連

携し、いじめの解消を図ります。

被害（虐待・いじめ・犯罪等）に

遭った子どもの立ち直り支援(子ども

のカウンセリング、保護者への支援・

助言等)

○いじめ・不登校に積極的に関わる生徒指導担当やスクールカ

ウンセラーの連携を密にし、児童生徒の心の安定を図り、問題

行動の未然防止と解決を目指します。

○「要保護児童対策地域協議会」を核として、虐待・非行等の

児童の保護を図るため、関係機関と連携を図りながら、その児

童をサポートすることに努めます。

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

生涯学習課

地域福祉課

健康福祉課

地域福祉課 子育て支援センターや児童館等に担当保健師が出向く等児童虐待の

予防・早期発見にも努めた。

児童虐待防止啓発グッズを作成・配布し、住民に対して周知に努め

た。

乳幼児健診・相談等において、育児支援が必要と思われるケースにつ

いて、各種教室や家庭訪問等を実施するとともに、関係機関と連携を

図りながら、継続的にフォローした。

○地域の大人たちによる子どもたちへの声かけや見守りを行う地

域の女性団体、自治会、PTA等が中心となって、虐待や問題

行動等のサインを見逃さずにキャッチし、関係機関等に連絡を

行う「地域子育てネットワーク事業」の充実を図ります。

○要保護（虐待・非行等）児童を適切に保護するために平

成18年度に設置した「要保護児童対策地域協議会」を中心

に関係機関と連携を図りながら児童及び保護者に関する情報

収集や支援の充実を図ります。

地域福祉課 要保護児童対策地域協議会では、ケースの進行管理・支援方針を

検討し、直接関係する機関は、情報の収集と共有等に努め、支援の

充実を図った。

稲美町子育て支援女性ネットワークは11の女性団体が加入しており、

下校時の子どもの見守り事業を継続し、実施した。10月に東はりま地

域子育てネットワーク交流大会が高砂市で開催され、その中で活動の

取り組みを発表し、子育て支援者の交流を図った。

児童虐待防止等に向けた体制の

充実

○育児相談体制の充実や子育てサークル活動の支援等によ

り、育児不安の軽減を図るとともに、乳幼児健康診査時等には

親子間の様子にも注意を払いながら、児童虐待等の予防及び

早期発見に努めます。

○育児相談体制の充実や子育てサークル活動の支援等によ

り、育児不安の軽減を図るとともに、乳幼児健康診査時等には

親子間の様子にも注意を払いながら、児童虐待等の予防及び

早期発見に努めます。

児童虐待防止等に向けた体制の

充実

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

教育課

後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

健康福祉課

適応教室では、教科の学習や調理実習、校外学習等に取り組んだ。

地域ボランティアにも協力してもらい、活動を通してさまざまな方々と触

れ合い、自立心の向上や協調性の向上を図った。また、学校の行事

等に合わせて登校させるなど、学校との連携を図りながら再登校に向け

て取り組んだ。

毎月の生徒指導担当者会では、不登校児童生徒の状況について共

通理解を図り、不登校の解決に向け、心の教育アドバイザーやスクール

カウンセラーと連携を取りながら取り組んだ。心の健康サポート委員会で

はスクールカウンセラーからの事例研究等を通して、不登校生本人・保

護者への係わり方について研修を行った。

⑥障害のある子に対する支援充実のために

障害のある子の理解のための啓発 障害のある子や障害のある子のいる家庭を温かく見守り、支援

するための地域づくりを実現するため、障害の特性と障害のある

子に対する理解を深めるための啓発を行います。

不登校児童生徒への対応の充実 ○適応指導教室における継続的な指導や様々な体験活動を

通じた指導等により、不登校児童生徒の学校復帰のための支

援や教育相談の充実を図ります。

○不登校の解決にむけ、「心の健康サポート委員会」を中心と

して幼小中の連携、スクールカウンセラーと学校とのかかわり方な

らびに関係機関との積極的なかかわりについて協議しながら取

組の充実を図ります。

稲美町障害者基本計画に基づき、地域社会を構成する全ての人々

が障害や障害児を十分理解する必要性を推進した。平成26年度も

引き続き12月6日にコスモホールにおいて人権福祉フェスティバルを開

催し、障害者（児）と健常者との交流を図り、障害や障害児に対す

る正しい認識と理解を深めた。

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

療育体制の整備・充実 健康福祉課

教育課

地域福祉課

○障害の早期発見から早期療育への迅速な対応を図り、障害

のある子ができるだけ早い段階で適切な支援を受けられるよう、

医療、教育、行政等の障害のある子に関わる各機関との情報

の共有化や連携を図りながら療育体制を整備・充実します。

○障害のある子のライフステージに応じた支援を行っていくための

「サポートファイル」の活用を促します。

障害のある子の保育等の充実 障害のある子が生まれ育った地域の保育所、幼稚園で保育が

受けられるよう、専門家の指導のもと、可能な限り保護者の望

む保育所、幼稚園での受け入れを行うよう努めるとともに、指導

にあたっては、集団の中で生活することを通して全体的な発達を

促していくことに配慮し、関係機関との連携を図ります。

各園に特別支援教育指導補助員を配置し、集団生活の中でも子ど

もの発達に応じ、個別に対応できるように配慮した。定期的に言語聴

覚士やその他の専門家の訪問、助言を受け、また関係機関と連携して

指導の充実を図った。

児童の心身の状態を細かく把握し、安心・安全に園生活がおくれるよう

保育園に人件費の補助を行い、より決め細やかな保育が行えるよう、

また集団の中での遊びを通じ発達を促す努力をした。　対象園　4園

教育委員会所管の就学サポート連携連絡会に参画し、保育園、幼

稚園、小中学校、発達障害者支援センター等情報の共有化を図っ

た。また、障害者（児）のライフステージに応じた支援を行っていくため

の「サポートファイル」を推進し、活用した。

医療、教育、行政等の関係機関と連携し、療育体制の整備について

協議した。また、教育委員会所管の発達支援連絡会（年２回開

催）に参加し、情報の共有化を図った。

健康福祉課及び教育委員会の窓口で障害のある子の保護者に必要

に応じて配布した。

サポートファイルの普及を図ることにより、ライステージを通じた一貫した

支援の推進を図った。

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

教育課

教育課

特別支援教育の充実 教育課

特別支援教育の充実

交流学習等の推進 教育課

教育相談・就学指導体制の充実 多様な教育相談に対応できる体制を整えるとともに、障害のあ

る子の個々の実態に即した就学を進めるため、専門家の指導

のもと、本人、保護者の意向を尊重しながら適切な就学指導に

努めます。

療育・教育相談・就学指導に関す

る広報の充実

障害のある子を抱える保護者の精神的な不安を緩和し、できる

限り早い時期に相談を受けられるよう、障害のある子に関わる

療育・教育相談や就学指導等についてわかりやすく説明したパ

ンフレット等を配布し周知に努めます。

教育相談は随時電話、面談等で対応した。就学相談は随時個別に

行い、関係機関や専門家からの意見や保護者の意向を聞きながら、

子どもにあった進路を判断し、就学指導を行った。

教育相談件数　３３件、就学相談件数　７件

教育相談は毎月広報に掲載している。就学相談は教育相談とは別に

広報7月号に記載した。就学前の児童を対象に就学前健診の時など

に発達相談のリーフレットの配布を行った。

園校に特別支援教育指導補助員を配置し、さまざまな発達上の課題

をもつ園児・児童生徒に対して、学校生活及び学習活動上の支援を

行った。

一人一人の教育的ニーズに応じた指導目標・内容・方法等を明確に

し、個別の指導計画を作成した。また、保護者との共通理解を図り、

保健・福祉等の関係機関との連携のもと、長期的な視点に立った個

別の教育支援計画の作成、サポートファイルの活用を行い、進学等に

あたっては円滑に引き継ぎを行った。

障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流学習や共

同学習を積極的に推進し、その相互理解を促進します。

県及び町教育委員会が開催した研修の積極的な活用や校内園研修

等により、教員の専門性の向上に努め、合理的配慮の基、特別な支

援が必要な幼児児童生徒に対する教科等、指導方法の工夫・改善

に努めた。

町内小中学校と特別支援学校との交流学習、居住地交流を行った。

また各学校においては、特別支援学級と通常学級との交流を積極的

に行い、相互理解を図った。

○教職員の資質向上のため、特別支援学級担当者の研修等

を一層充実させ、LD（学習障害）やADHD（注意欠陥／

多動性障害）、高機能自閉症等に対応できる体制を充実さ

せるとともに、全教職員に対して特別支援教育に関する学習

会・研修会等への参加を促します。

○発達上の課題を持つ児童に対しての指導内容を充実させる

ため、平成20年度から実施している「特別支援教育指導補助

員配置事業」の充実に努めます。

○障害のある子一人ひとりの状態に応じたきめ細かな対応がで

きるよう、関係機関や関係者等との連携を深め、適切な教育

的支援が実現するよう個別の教育支援計画及び指導計画を

たて、その計画の実施、評価のできる体制の整備に努めます。

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり



後期計画施策 後期計画の内容 関係課 後期計画のH26年度評価

健康福祉課

健康福祉課

教育課 「放課後児童クラブ」として事業の充実に努めた。指定管理者において

も、特別な支援が必要な児童を受け入れ保護者との連携に努めた。

在宅心身障害のある子に対する支

援の充実

心身障害のある子に対するホームヘルプサービス、デイサービス、

ショートステイ等、在宅福祉サービスの充実を図ります。

障害のある子とその家族に対する

生活支援

　心身障害のある子やその監護者、養育者に対し、各種手当

の支給、医療費の助成を行うとともに、補装具の交付・修理、

日常生活用具の給付を通じて生活支援を行います。

学童保育所における障害のある子

の受け入れの支援

障害者総合支援法が施行（H25.4）される中で、障害児が住み慣

れた地域で安心した生活を送り、地域社会への参加を支援するため、

居宅介護（ホームヘルプサービス）、短期入所（ショートステイ）、移

動支援など、ひとり一人に対応したサービスを提供した。

障害児やその家族の経済的・精神的な負担の軽減を目的に障害児

福祉手当や介護手当を支給した。また、障害者総合支援法

（H25.4施行）により、補装具の交付や修理、日常生活用具の給

付については、障害児のニーズに対応した品目の充実を図った。

地域の学童保育所において、さらに障害のある子の受け入れを

支援していきます。

１．子どもがいきいきと健やかに育つまちづくり


