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高根沢町 

 



はじめに 

高根沢町では、平成 18 年度から平成 27 年度までの 10 年間

を想定した、第５次振興計画（まちづくりの最も基本となる計

画）を策定し、「高根沢町地域経営計画２００６」と名付け、

平成 18 年 4 月から計画をスタートさせました。 

平成 27 年度については、この計画の行動計画書である「地

域経営計画書（後期計画）」を運用することとし、特に教育・

文化分野は大切な基本方針の一つとして位置づけております。 

今回、平成 26 年の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、

教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確

化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに、地方に対する国の

関与の見直しを図ることを目的とした新教育委員会制度が発足し、第 1 回総合教育会議

において、地域経営計画書（後期計画）に基づいた、高根沢町としての「教育・文化分

野の施策に関する大綱」を策定することとなりました。 

また、平成 27 年度は「地域経営計画２００６」の最終年度となることから、従来の

理念は踏襲しつつ、持続的に成長できるまちをつくるために、時として、20 年、30 年、

40年先をも見据え取り組んでいく新たな地域経営計画を平成28年度にスタートさせる

べく作業を開始しており、いわゆる『守ること』一辺倒ではなく、時として『攻めるこ

と』、『バランスをとること』のイメージへと、大きく発想の転換を促すものとなってい

ます。町の計画と整合性を図ることから、今回の大綱の対象期間は 1 年間という期間と

なっておりますが、今回の大綱で定めた内容を十分に活用し、高根沢町の教育・文化の

振興に全力を注いでまいります。 

 

平成２７年４月 

 

高根沢町長 加 藤 公 博 
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１ 高根沢町教育行政基本方針 

 

 変動する社会情勢の中で、教育に対する時代の要請や町民の期待が増大し、多様化す

るとともに教育の果たす役割がますます重要視されている現在、生涯教育の観点から、

学校・社会を通じて、総合的に教育諸条件を整備し、教育の機会均等等を図るとともに、

心の豊かさと創造性に富む人づくりを、より積極的に推進することが課題となっていま

す。 

 高根沢町では、小中一貫教育第２期のテーマとして、「実践、そして充実へ」を掲げ、

「自ら学び、心豊かでたくましく生きる児童生徒」を育てることで、それらの要請や期

待に応え、栃木県教育行政基本方針をもとに、人間尊重の精神を基盤として、教育福祉

行政を総合的に推進します。 

 推進にあたっては、文部科学省・栃木県教育委員会・各種関係教育期間との連携を図

るとともに、町民のニーズを取り入れながら具体策の実現に努めます。 

 

『人間尊重の精神を基盤とし、明るく健康で、豊かな情操をそなえ、郷土の自然と 

文化を愛するとともに、心豊かで、創造性・実践力に富む町民の育成をめざす。』 

○町民が自ら学び、その学んだことを活かすことのできる人づくりの推進 

○心豊かでたくましく、創造性に富む児童生徒を育成する活力と創意ある学校づ 

くりの推進 

○健やかで豊かな心身をつくるスポーツ活動の推進 

 

～学校教育の基本理念～～学校教育の基本理念～～学校教育の基本理念～～学校教育の基本理念～    

「高根沢町を愛する子どもを育てます」 

 私たちは、ふるさと高根沢町に生まれ、高根沢町に育ったことを誇りに思う子どもを

育てます。また自分を大切にし、自分を育ててくれた多くの人に感謝するこころをもつ

子どもを育てます。そして、高根沢町、あるいはどこにおいてもたくましく生き、いつ

までも高根沢町を愛する子どもを育てます。 

 

    ～社会教育の基本理念～～社会教育の基本理念～～社会教育の基本理念～～社会教育の基本理念～    

「『誰もが、いつでも、どこでも、何でも』学習ができ、充実した人生に結びつく人づ

くりや、学びに視点をおいた高根沢らしいまちづくりである『生涯学習社会“たかねざ

わ”』の形成を目指します。 
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２ 高根沢町の教育計画の概要 

（対象期間：平成 23 年度から平成 27 年度まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健医療福祉分野の政策より 

－子育て支援策の充実－    

施策１地域における子育て支援サービスの充実 

施策２援護を必要とする子育て家庭への支援 

施策３子育て家庭への経済的支援 

 
 
 

◇地域経営方針書           ◇地域経営計画書（後期計画） 

－まちづくりの基本理念－         －地域経営の基本方針－ 

①安心して暮らせる地域社会をつくる     ①効率的な地域経営に向けた行財政改革 

②持続的に成長できる仕組みをつくる     ②町民との協働による地域経営 

                  ③資源を活かす地域経営 

 

まちづくりの合言葉まちづくりの合言葉まちづくりの合言葉まちづくりの合言葉    

～「手間、暇～「手間、暇～「手間、暇～「手間、暇    かけて」～かけて」～かけて」～かけて」～    

＜国の動向＞ 

◇第 2 期教育振興基本計画 

－基本的方向性－ 

１．社会を生き抜く力の養成 

２．未来への飛躍を実現する人材の育成 

３．学びのセーフティネットの構築 

４．絆づくりと活力あるコミュニティの形成 

＜県の動向＞ 

◇とちぎ教育振興ビジョン（三期計画） 

－基本理念－ 

とちぎの子どもたちを 自らの力で 自分の未来を 

力強く切り拓いていける人間に育てます 

教育目標 とちぎの教育が目指す子ども像 

教育・文化分野の政策Ⅰ 

－学校教育・教育環境の充実－ 

施策１確かな学力の育成 

施策２豊かな心の育成 

施策３特別支援教育・不登校対策の充実 

施策４健康な体づくりの推進 

施策５学校安全指導の充実 

施策６計画的な学校施設の維持 

教育・文化分野の政策Ⅱ 

－生涯学習環境の充実－ 

施策１青少年健全育成に向けた側面的支援 

施策２学びの場の提供と担い手への側面的支援 

施策３文化・芸術活動への支援 

施策４生涯スポーツ推進に向けた環境整備と 

担い手への側面的支援 

施策５計画的な社会教育施設の維持 

高根沢町の教育・文化分野の目標 

かがやき：豊かな心を育むまち 
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３ 教育の振興に関する施策の大綱における政策目標 

 

高根沢町地域経営計画書（後期計画）に基づき、以下の政策目標の実現を図ります。 

 

教育・文化分野の政策教育・文化分野の政策教育・文化分野の政策教育・文化分野の政策ⅠⅠⅠⅠ    

—学校教育・教育環境の充実— 

 

施策施策施策施策１１１１    確かな学力の育成確かな学力の育成確かな学力の育成確かな学力の育成    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・過去の学習内容定着度調査の結果が蓄積されたことにより、学年ごとの課題や成果を追跡する

ことが可能になり、その結果を分析し学習指導に還元してきた結果、ばらつきはあるものの、

定着度は年々高くなってきています。この蓄積をさらに活かし、各学年・学校や個人の課題を

明らかにし、学校と具体的な指導方法等を協議し児童生徒に活かすことにより、さらに児童生

徒への定着度を高めていきます。 

・本町の特徴として定着してきている外国語活動を今後も継続し、充実した活動ができるよう外

国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣を継続するとともに、ＡＬＴの活用方法についても再検討しな

がら外国語活動のさらなる充実を図ります。 

・上高根沢小学校で、少人数の学級で個に応じた指導や体験活動を通して、生きる力を育むため

に小規模特認校制度を実施しています。その活動の特色として、①外国語（英語）活動の充実、

②人とのふれあいを通した体験交流活動、③体力づくりと食育の充実など魅力ある学校づくり

を進めます。 

 

《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》    

① 小中一貫教育実施計画による系統的な学習指導の充実 

○「小中一貫教育実施計画」の活用 

○各種学力調査の分析と学習指導への活用 

○チームティーチングや少人数・習熟度別指導による指導の工夫改善 

○児童生徒の学習意欲を喚起する教材・教具の工夫 

○学校や地域、児童の特色を生かした学習指導の工夫 

○発展的内容や学習の定着を図る工夫と学習時間の確保 

 

② 基礎的・基本的な知識・技能の定着 

○基礎・基本の確実な定着を図る授業の実践 

○家庭学習の手引きの活用 
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③ 総合的な学習の時間の充実 

○「地域」に焦点を当てた学習課題の設定と実施 

○地域・学校・児童生徒の実態に応じた活動計画の作成 

○意欲的に「探究」するための活動の実践 

○体験活動の積極的な実施 

 

④ 情報教育の推進 

○教職員の資質能力の向上と教育機器の積極的活用 

○情報モラル等に関する指導の充実 

○情報教育機器の整備 

 

⑤ 英語教育の充実（教育課程特例校制度） 

○小中一貫教育による系統的・継続的な英語教育の実施 

○小学校外国語活動の実施（低 10、中 20、高 35時間の実施） 

○ＡＬＴの活用によるコミュニケーション能力の育成 

○中学校へのＡＬＴ配置による外国語科授業の充実 

 

⑥ 小学校第５・６学年での教科担任制の実施 

○教科担任制を取り入れた専門的な教科指導の実施 

 

 

施策２施策２施策２施策２    豊かな心の育成豊かな心の育成豊かな心の育成豊かな心の育成    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・児童生徒が、学校生活や様々な体験学習を通じて「感謝の気持ちを持つこと」、「相手の気持ち

を思いやる気持ちを持つこと」など、学校教育における情操教育を充実できるような施策展開

をしていきます。 

 

《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》    

① 道徳教育の充実 

○指導の重点を明らかにした小中一貫教育指導計画の作成 

○教育活動全体を通じた道徳教育の推進 

○「道徳の時間」における指導の充実 

○道徳教育に関する校内研修の充実 

 

② 読書活動の推進 

○読書の推進（「毎日１０分以上の読書」の実践） 

○学校図書館の充実 
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③ 望ましい人間関係づくりのための活動の実施 

○小学校間、小中学校間での交流活動の実施 

○中学校第１学年での学級づくりの充実 

○Ｑ－Ｕによる児童生徒理解と適切な支援 

 

④ 地域との連携による体験活動の充実 

○地域と連携した体験活動の実施 

○地域の行事への積極的な参加 

 

⑤ キャリア教育の推進 

○小中一貫キャリア教育全体計画の実践 

○職場体験（中学生マイチャレンジ事業）の充実 

○「夢の教室」事業の実施（小学校５年生） 

○一人一人の勤労観、職業観を育むための体験活動 

 

⑥ 児童・生徒指導の充実 

○小中の連携による児童・生徒指導の推進 

○学業指導の充実と児童生徒との信頼関係の確立 

○いじめ・不登校への適切な対応（未然防止・早期対応） 

○教育相談体制の充実（ＳＣの活用） 

○要保護児童対策地域協議会の充実（ＳＳＷの活用） 

○幼保小連携の推進 

 

⑦ 人権教育の推進 

○あいさつ推進運動の継続実施 

○人権教育実践上の課題の明確化と指導体制の充実 

○現職教育など教職員の研修・研究体制の改善・充実 

 

 

施策３施策３施策３施策３    特別支援教育・不登校対策の充実特別支援教育・不登校対策の充実特別支援教育・不登校対策の充実特別支援教育・不登校対策の充実    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・本町の不登校児童生徒数は、平成１８年度を境に減少傾向にあります。フリースペース「ひよ

この家」は不登校児童生徒への支援や、SC※ による相談の充実、SSW※によるひきこもりが

ちな児童生徒へのアプローチが大きな成果となっています。しかし、家庭の問題が多様化し児

童生徒にまで影響を及ぼす事案が急増していること、発達障害をもつ児童生徒が年々増加して

いることから、問題行動や特別な支援を必要とする児童生徒は増加すると考えられます。 

このようなことから、支援方法をさらに充実させ、様々な子どもたちの状況に応じた支援体制

を整備できるよう施策展開をしていきます。 
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※ SC ：スクールカウンセラー。主に小中学校において、児童生徒及び保護者・教職員に対する

心理相談を行う心理の専門家のことをいいます。 

SSW：スクールソーシャルワーカー。教育機関において、学校だけでは解決が難しい問題に対

し、直接の訪問や外部専門機関とのコーディネーションを行うなど福祉援助業務を行う

福祉の専門家のことをいいます。 

 

児童・生徒、教職員、保護者へ関わる点は、共通していますが、SC が、児童・生徒、教職

員、保護者等の「個人」の悩みや不安に対して相談助言を行うのに対し、SSW は、それらの

個人の悩みや不安を解消するため、周りの環境を調整しながら、発生した問題に対応すること

が異なる点です。 

 

《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》    

① 特別支援教育の充実 

○小中の連携による特別支援教育の推進 

○特別支援教育推進計画による特別支援教育の推進 

 

② 特別支援教育体制の整備 

○個別の支援教室の充実 

○巡回相談体制の整備と教育支援体制の充実 

○南那須特別支援学校との連携と研修の充実 

 

③ ＳＣによる教育相談の充実 

○児童生徒・保護者への教育相談の実施 

○心理面でのコンサルテーションの実施 

 

④ ＳＳＷによる福祉的支援の充実 

○関係諸機関との連携の充実 

○不登校・ひきこもりがちな児童生徒への対応 

 

⑤ フリースペース「ひよこの家」の運営 

○個を尊重した居がい感のある集団づくり  

○教育相談活動の充実（個別の支援策の検討） 

○生きる力をはぐくむ体験的活動の実践 

○親の会、保護者会の定期的な実施 

○学校との密な情報交換と連携 
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施策施策施策施策４４４４    健康な体づくりの推進健康な体づくりの推進健康な体づくりの推進健康な体づくりの推進    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・意識調査結果を踏まえ、住民の皆さんのニーズは高いものと認識しており、前期 5 ヵ年計画

をベースに児童生徒一人ひとりが、健康な体を維持していくための施策展開を実施していきま

す。全国体力・運動能力調査は平成 22 年度までは希望校のみの実施でしたが、今後は、全学

校が実施し、当町児童生徒の実態を把握し、基礎体力を養うための体力づくりのための施策を

行います。 

・健康に対する感謝の心の醸成や自己管理意識の向上ができるよう給食をとおした食育指導を展

開していきます。 

 

《努力点及び具体目標》《努力点及び具体目標》《努力点及び具体目標》《努力点及び具体目標》    

① 教科体育の充実 

○健康な生活に対する実践的な能力・態度の育成 

○新体力テストの結果の分析と体育での取り組み強化 

○運動量を確保した授業展開の工夫 

 

② 保健教育の充実 

○「小中一貫教育学校保健計画」の実践 

 

③ 食育の充実（食に関する指導） 

○小中一貫「食育指導全体計画」の実施 

○学校給食指導及び「お弁当の日」実施による食指導の充実 

○学校給食における地産地食の推進 

 

④ 体力の向上 

○生活リズムの形成 

○生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の育成 

○運動の日常化の奨励 

○運動部活動（中学校）の充実 

 

 

施策施策施策施策５５５５    学校安全指導の充実学校安全指導の充実学校安全指導の充実学校安全指導の充実    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・学校・児童生徒・保護者それぞれの立場で、登下校等における交通安全や防犯に対する意識を

向上することが必要であり、「なぜ危険な目にあうのか」、「どうしたら予防できるのか」を認

識していただくことが重要であることから、学校においては交通安全教室や防犯訓練等の授業

における指導を充実し、家庭においては家族で交通安全について話し合う機会を設けるなど、

安全について再認識するための施策展開をしていきます。 
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《努力点及び具体目標》《努力点及び具体目標》《努力点及び具体目標》《努力点及び具体目標》    

① 学校安全体制の整備（教育要覧 P9：「安全・安心な学校づくり」より） 

○スクールバスによる遠距離通学者の安全確保 

○各小学校のスクールガードの設置 

○少年指導員によるいきいきパトロールの実施 

○防災無線による地域安全意識の高揚 

○こども 110 番の家の設置と連絡調整 

○緊急時メールシステムによる保護者との連携 

 

② 交通安全教育の推進（教育要覧 P9：「安全・安心な学校づくり」より） 

○登下校時の防犯ブザーの携帯 

○交通事故防止のための指導の徹底 

 

 

施策６施策６施策６施策６    計画的な学校施設の維持計画的な学校施設の維持計画的な学校施設の維持計画的な学校施設の維持    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・平成 22 年度で、町内全ての学校施設の耐震補強工事が完了しましたが、住民意識調査の結果から

見て、安全な教育環境の整備は非常に関心が高く、施設を維持していくことは大変重要なことと認

識しています。 

・今後も、児童・生徒が安全で安心して教育ができる教育環境の確保と、地域住民の方の防災拠点施

設としての機能に支障のないよう、また、将来的な行政需要に対する今後の施設のあり方や、今後

の財政予測との見合いといった全庁的な議論や調整を行いながら、計画的に、経年劣化が進む学校

施設の維持・改修を進めます。 

 

《努力点及び具体目標》《努力点及び具体目標》《努力点及び具体目標》《努力点及び具体目標》    

① 学校施設の計画的整備（教育要覧 P9：「安全・安心な学校づくり」より） 

○学校教育施設改修計画に基づく計画的な改修・改築 

○危機管理・施設設備の安全管理  

○浄化槽保守点検等の維持管理 
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教育・文化分野の政策目標Ⅱ教育・文化分野の政策目標Ⅱ教育・文化分野の政策目標Ⅱ教育・文化分野の政策目標Ⅱ    

—生涯学習環境の充実— 

 

施策施策施策施策１１１１    青少年健全育成に向けた側面的支援青少年健全育成に向けた側面的支援青少年健全育成に向けた側面的支援青少年健全育成に向けた側面的支援    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・青少年が、様々な体験や人との交流を通じて「生きる力」を育む環境づくりを推進します。そ

のために行政がすべきことは、直営で事業を実施することではなく、様々な活動を展開してい

る担い手の皆さんを「育成」・「支援」することであり、そして、それらの活動と町民の皆さん

のニーズを「コーディネート」することであるとの認識のもとに側面的支援を行います。 

 

《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》    

① 学習機会の提供充実 

○行政主催のイベントだけでなく、関連団体と連携した教室・イベントを展開 

○人権教育・情報教育・国際理解教育など、現代的課題を取り扱う教室講座を展開 

〇エコ・ハウスたかねざわや産業課をはじめ、関連団体と連携した環境関係教室を展開 

〇町で推進している地産地消を推進するため、食に関する体験事業を展開 

 

② 青少年の健全育成 

〇関連団体と連携して、自然体験・生活体験・農業体験・職業体験・文化体験・スポーツ体験な

ど、体験の機会を充実 

〇中学卒業後の不登校生徒やニート・ひきこもりに対して、サポートできる機会を設けるなどし

て支援 

〇青少年を健全に育てることを目的とした団体を支援 

〇各種研修会への参加を呼びかけ、青少年を健全に育てるための指導者を育成 

〇青少年を健全に育成するための体制を整備 

 

 

施策施策施策施策２２２２    学びの場の提供と担い手への側面的支援学びの場の提供と担い手への側面的支援学びの場の提供と担い手への側面的支援学びの場の提供と担い手への側面的支援    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・継続して、各ライフステージに応じた学びの場の提供や、担い手への側面的支援を推進してい

きますが、同時に、町が主催する講座・教室等の学習プログラムを再構築します。また、関係

機関・団体等が実施している既存の講座・教室等について、実施場所や形態に関する情報を収

集・整理したうえで、学習分野別の現状を検証し、実施主体のあり方（行政が主導、民間等が

主導、協働）を精査していきます。 

・読書活動については、特に子どもをターゲットに、読書に親しむ機会を充実させ、読書の大切

さについて普及、啓発を行います。 
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《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》    

① 交流活動の充実 

〇生涯学習に取り組んでいる様々な世代の人が、自分たちで行っている活動を子どもたちに教え

たりする世代間交流事業を充実 

〇町国際交流協会と連携して、外国に行っての交流だけでなく、増えつつある町内在住外国人と

の交流を深める身近な国際交流を充実 

〇子ども会育成会同士の交流や各学校ＰＴＡ同士の交流だけでなく、障害者との交流や、子育て

中の方と子育てを終えた方との交流など様々な地域間交流を充実 

 

② 家庭教育の充実 

〇親学習プログラムの実践など、家庭教育に関する教室・イベントを充実 

〇家庭教育関係団体の支援に努め、ネットワークづくりなどの体制を整備 

〇町の子育て支援・家庭教育支援に関する情報（通称：子ねっと）を定期的（月２回：第１，３

水曜日）にメール配信（登録制） 

 

③ 男女共同参画社会づくり 

〇研修会の案内や、情報紙を通して広報し、啓発活動の充実 

 

④ 読書活動の充実 

〇ホームページ・講座を充実して、図書館業務を強化 

〇一日司書・ブックスタートなどを実施することにより、読書推進運動を展開 

〇図書館ボランティアの方々の活動やおはなし会などの事業を通して読書するよう啓発 

 

⑤ 志民活動の充実 

〇学校支援ボランティアなど、ある目的を達成させるために熱い志をもっている地域の人々や団

体の活動を支援 

〇ボランティア情報を提供したり、相談に応じたりして、ボランティア活動によって自己実現で

きるための推進体制を整備 

 

 

施策施策施策施策３３３３    文化・芸術活動への支援文化・芸術活動への支援文化・芸術活動への支援文化・芸術活動への支援    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・地域の文化の継承と新たな文化の創造を目指し、自主的に活動する文化・芸術団体や個人に対

する支援をします。 

・町内に存在する指定文化財のマップを作成するとともに、積極的な活用に努め、歴史民俗資料

館の企画展開催などの情報発信に努めます。また、文化財の保存のための調査・研究を行うと

ともに、文化財保護や顕彰のための様々な活動に対する支援をします。 
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《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》    

① 芸術・文化の振興 

〇芸術・文化関係教室講座を展開し、学習機会を拡充 

〇町内各地で行われる芸術・文化活動を支援 

〇町民ホールを活用して、各年代に応じた事業を展開 

〇芸術・文化関係の体制を整備 

 

② 地域文化財の愛護 

〇町内に存する文化財を掘り起こし、指定や公開に努めるとともに、県教育委員会と連携し、文

化財の保護と活用に努め、文化財保存の環境を整備 

〇高根沢町の文化を発信する企画展を開催し、いたずらっこ縄文道場をはじめとした歴史民俗資

料館を活用した教室講座を展開 

〇文化財保護審議会や歴史民俗資料館運営委員会の活動を活発にし、歴史民俗資料館を中心とし

た文化財を愛護する体制を整備 

 

    

施策施策施策施策４４４４    生涯スポーツ推進に向けた環境整備と担い手への側面的支援生涯スポーツ推進に向けた環境整備と担い手への側面的支援生涯スポーツ推進に向けた環境整備と担い手への側面的支援生涯スポーツ推進に向けた環境整備と担い手への側面的支援 

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・生涯スポーツは、心身の健康づくりにもつながることも踏まえて、競技スポーツ、軽スポーツ、

ニュースポーツなど、その目的や特性を考慮し、適切な広報啓発を行うとともに、各種団体等

と協力しながら、機会・場・情報の提供を推進します。 

 

《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》    

① スポーツの振興 

〇地域の方々が一体となった仲間づくり・体力づくりを目的に、町民が気軽に参加しやすく、み

んなで楽しめるスポレクイベントを実施し、日常的に運動する機会を増やして、スポーツ実施

率を向上 

〇各種競技団体と連携をとって研修会を開催し、指導者を育成 

〇総合型地域スポーツクラブへの支援や町体育協会等の自主グループの活動を支援することに

より、クラブ･チームを育成し、幼児から高齢者まで、レベルに応じた種目を実施できる機会

を提供 

 

施策施策施策施策５５５５    計画的な社会教育施設の維持計画的な社会教育施設の維持計画的な社会教育施設の維持計画的な社会教育施設の維持    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・社会教育施設について、利用者の意見を反映させるとともに、各施設の機能を十分に活かしな

がら、利用促進に努めます。また、将来的な行政需要に対する今後の施設のあり方や、今後の

財政予測との見合いといった全庁的な議論や調整を行いながら、計画的に施設の維持改修を進

めます。 
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《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》《努力点及び主要事業》    

① 推進体制の整備 

〇施設の適切な維持管理に努め、県と協議を続け施設誘致を検討 

〇施設使用料の見直しなど、利用者の負担を検討 

〇生涯学習関係ボランティア団体・ＮＰＯ・委員会等の団体が、活動を促進するための支援 

〇２４時間、いつでもパソコンや携帯電話から、施設の予約申し込みができる。これらのシステ

ムを利用するには、事前に利用者登録が必要。   

〇個人活動から団体活動への組織化を支援したり、町内企業と協議して広告収入を検討したりす

るなど、関係団体との連携をより一層強化 

〇生涯学習関係研修会への参加や、社会教育主事有資格者の配置を促し、行政職員の資質を向上 
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※保健医療・福祉分野の政策（子育てに関すること） 

—子育て支援策の充実— 

 

施策１施策１施策１施策１    地域における子育て支援サービスの充実地域における子育て支援サービスの充実地域における子育て支援サービスの充実地域における子育て支援サービスの充実    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・にじいろ保育園（東小学校区）に併設している「子育て支援センターれんげそう」のサービス

内容を見直し、地域の子育て支援拠点としての機能を強化します。具体的には、専任スタッフ

を配置し、開設時間を拡大することで、事業内容を更に充実させていくものです。 

・このことは、小学校区単位で子育て支援拠点を整備するという施策目標に合致したもので、既

存の資源を活かした拠点整備を進めていきます。 

 

《努力点及び主要事業《努力点及び主要事業《努力点及び主要事業《努力点及び主要事業》》》》    

① 子育て支援センターの強化 

  〇「地域全体で子育て家庭を支援することを目的として、既設の子育て支援センターれんげそう

（にじいろ保育園併設）の機能を強化拡大し、子育て家庭の交流等の促進や子育てサークル等

を支援 

 

② ファミリーサポートセンターの整備 

  〇子育て支援センターれんげそう（にじいろ保育園併設）内にアドバイザー（担当職員）を配置

し、センターを運営 

 

 

 

③ 保育サービスの維持 

  〇現行の保育サービスを維持しながら、加えて通常の保育ではカバーし切れなかった、休日、早

朝夕方の保育、あるいは緊急的な保育サポートを用意することで、利用者の利便性を向上 

 

 

施策２施策２施策２施策２    援護を必要とする子育て家庭への支援援護を必要とする子育て家庭への支援援護を必要とする子育て家庭への支援援護を必要とする子育て家庭への支援    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・児童相談所の後方支援のもと、関係機関の理解と協力を得ながら、被虐待児童へのフォローア

ップ体制を更に強化していくことが目標です。 

・また児童虐待の未然防止も重要ですので、既存の要保護児童対策地域協議会を通じた、関係機

関の職員個々のスキルを上げるための工夫も継続して実施します。このことは、小学校区単位

で子育て支援拠点を整備するという施策目標に合致したもので、既存の資源を活かした拠点整

備を進めていきます。 
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・NPO 法人「次世代たかねざわ」と協力し、虐待予防のシンボルとなっているオレンジリボンキ

ャンペーンを展開し、地域全体で子どもたちを守っていく仕組みづくりをスタートさせます。 

・また児童虐待を産み出してしまうような土壌を変えるため、地域から、そして若い世代から、

子どもの人権意識を啓発していく活動を行います。子どもの人権について幅広い世代を取り込

んだ議論を行い、恒久的な意志表示として子どもの権利を守るための条例を制定し、更には子

どもの人権を守っていくための受け皿となる組織を設立することを検討していきます。 

 

《努力点及び主要事業《努力点及び主要事業《努力点及び主要事業《努力点及び主要事業》》》》    

① 養育機能の弱い家庭への相談支援体制の強化 

  〇赤ちゃんが生まれた家庭を、助産師や保健師が訪問する。また育児に関する支援を必要とする

家庭を、こども相談員が訪問 

 

② 子どもの人権意識の啓発 

  〇既存のこども教育委員会やたかねみらいプロジェクト検討委員会などの活用や人権擁護関連

事業とも連携し、有識者の意見を聴く機会を設けながら、具体的な手段を検討 

 

 

施策３施策３施策３施策３    子育て家庭への経済的支援子育て家庭への経済的支援子育て家庭への経済的支援子育て家庭への経済的支援    

《施策展開》《施策展開》《施策展開》《施策展開》    

・子育て家庭への経済的支援は、子育て支援施策として財政負担も大きなものとなっていますが、

子育て家庭にとっても重要な支援策となっています。現在の各種手当や医療費助成については、

子育て支援施策の優先度と財政計画とのバランスを熟慮しながら、事業を維持継続していくこ

とが目標です。 

・また子育て家庭への経済的支援として、保育料の見直しも行います。国が打ち出した幼保一元

化の動向を見据え、保育園と幼稚園に通う幼児の保護者に対する養育費の経済的負担について、

所得内容に応じた適切なものになっているか検討していくものです。 

 

《努力点及び主要事業《努力点及び主要事業《努力点及び主要事業《努力点及び主要事業》》》》    

① 各種手当・医療費の助成 

  〇子育てにかかる経済的負担の軽減を目的として、県の助成制度に上乗せして中学 3 年生までを

対象に医療費の助成を実施 


