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男女共にいきいきと暮らせる町をめざす情報誌

中井町

平成25年９月15日発行

男女共同参画推進講演会を開催します

　これまで子育ての負担の多くを担ってきたのは主に女性（母親）でした。それゆえに、生き方を

制限されたり、負担感や孤独感を覚えるといった問題が起きています。

　子育てには、母親、父親はもちろん、祖父母、そして地域の方のサポートが必要です。

　家族、地域の皆さんで、安心して子どもを産み、育てられるまちづくりを進めましょう。

家族・地域で広げよう

子育て 孫育ての輪
講師　棒田　明子　氏

ＮＰＯ法人　孫育て・ニッポン理事長

9月は中井町男女共同参画推進月間

「子育て支援」と「男女共同参画」

子育てには両親はもちろん、祖父母の関わりも重要です。

でも、育児をめぐっての世代間ギャップなどトラブルも多いようです。

子どもは、かわいい♥健やかに育ってほしい♥という思いは一緒なのに・・・

では、どうしたら良いのでしょう！？

そして、中井町の子育てアンケートから見えてくるものは！？

日　時　　　10　月　１　日　（火）
　　　　　午前10時〜11時30分

場　所　　中井町農村環境改善センター　２階　研修室

託　児　　要予約　1歳〜未就学児

問合せ　　中井町地域支援課　☎81−3907（直通）



０歳から中学生までの、通院・入院０歳から中学生までの、通院・入院

にかかる医療費を助成しています。にかかる医療費を助成しています。

子育て世代のご家庭へ経済的負担を子育て世代のご家庭へ経済的負担を

軽減し、子ども達の健やかな成長を軽減し、子ども達の健やかな成長を

支援しています。支援しています。

幼児教育や保育ニーズの多様化幼児教育や保育ニーズの多様化

に対応するため、町立の幼稚園に対応するため、町立の幼稚園

と保育園を統合し、と保育園を統合し、（仮称）（仮称）中井中井

町立こども園の開設に向けて準町立こども園の開設に向けて準

備を進めています。備を進めています。

あまりあまり

感じない感じない

16.7%16.7%

育児を楽しめていますか

町の取り組み
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　育児をするうえで、皆さん多少の差こそあれ、悩みや不安、ストレスを感じています。

　育児を楽しめていますか？　ひとりで育児に悩んでいませんか？

　子育ての協力者、相談相手がいることはとても心強いものです。また、上手に気分転換ができる

方法を見つけることも楽しく子育てをしていくうえで、大切なことのひとつです。

０歳から中学生までの、通院・入院

にかかる医療費を助成しています。

子育て世代のご家庭へ経済的負担を

軽減し、子ども達の健やかな成長を

支援しています。

幼児教育や保育ニーズの多様化

に対応するため、町立の幼稚園

と保育園を統合し、（仮称）中井

町立こども園の開設に向けて準

備を進めています。

〜町のアンケート調査から〜

保育者のストレス有無

子育て協力者

相談相手

育児ストレス

ストレス対策

中井町健康づくりプラン策定のためのアンケート調査〈乳幼児保護者編〉より（2011年実施）

小児医療費助成事業 （仮称）町立こども園

0% 20% 40% 60%

構成比（%）

80% 100%

子どもの病気 19.8％

10.3％

52.2％

7.8％

12.9％

20.3％

12.5％

38.8％

6.0％

9.5％

子どもの発達状況

子どものしつけ

近所づきあい

友達づきあい

家族の人間関係

仕事上の問題

自分のための時間が持てない

そ の 他

特になし
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構成比（%）

80% 100%

誰かに相談する・話す 74.9％

5.6％

35.5％

7.8％

4.8％

7.8％

27.3％

18.2％

32.9％

1.3％

運動する

睡眠をとる

趣味に打ち込む

自然を楽しむ

入浴する

食 べ る

お酒を飲む

ショッピング

映画を見る

37.2％友達に会う

5.6％特にない

14.3％子どもを預かってもらう

3％そ の 他
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配 偶 者 61.9％

40.3％

72.3％

1.7％

1.3％

2.6％

5.2％

4.8％

配偶者以外の家族

友　　人

医療機関

行政（保健師等）

インターネットの相談サイトなど

そ の 他

特にいない
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80% 100%

配 偶 者 77.2％

23.3％

39.2％

44.0％

72.4％

17.7％

6.9％

3.4％

配偶者の父

配偶者の母

自分の父

自分の母

自分の兄弟・姉妹

配偶者の兄弟・姉妹

そ の 他

時々感じる

68.2%

よく　

感じる

15.0%

あまり
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〜町の子育て支援の取り組みを紹介〜



地域に広がる地域に広がる
子育て支援の輪子育て支援の輪

親子で気軽に立ち寄れる「ひろば」の運営、親子で気軽に立ち寄れる「ひろば」の運営、

子育ての不安や悩みに対する相談・アドバ子育ての不安や悩みに対する相談・アドバ

イス、子育て情報の提供を行っています。イス、子育て情報の提供を行っています。

子どもを育てている保護者の仲間づくりの子どもを育てている保護者の仲間づくりの

場としても利用できます。場としても利用できます。

中村・井ノ口小学校の空き教室を利中村・井ノ口小学校の空き教室を利

用して、保護者の仕事などで放課後用して、保護者の仕事などで放課後

等に留守家庭となる児童に対して遊等に留守家庭となる児童に対して遊

びや生活の場を提供し、保護者に代びや生活の場を提供し、保護者に代

わって保育を行っています。わって保育を行っています。
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　ここに紹介した他にも様々なサークル・団体等が、子ども達のため、子育て支援のための活動を

行っています。今回紹介しましたサークル・団体の詳しい内容等がお知りになりたい方は、町地域支

援課にお問い合わせください。

親子で気軽に立ち寄れる「ひろば」の運営、

子育ての不安や悩みに対する相談・アドバ

イス、子育て情報の提供を行っています。

子どもを育てている保護者の仲間づくりの

場としても利用できます。

子育て支援センター「ひまわり」

中村・井ノ口小学校の空き教室を利

用して、保護者の仕事などで放課後

等に留守家庭となる児童に対して遊

びや生活の場を提供し、保護者に代

わって保育を行っています。

学童保育

地域に広がる
子育て支援の輪

たけのこ会 つくし会 オリーブ会

あゆ夢会

おはなしたまてばこの会

やまびこ会 ゆめクラブなかい
（中井町老人クラブ連合会）

つるの会

母子、父子家庭の会

です。

ふれあい交流会を

開催しています。

小学生にお手玉、めんこ、

あやとりなどの昔遊びを

教え、伝える活動も

　行っています。

地域のおじいちゃん、

おばあちゃんが、

幼稚園児におはじきや

竹馬など昔遊びを教え

　　　ています。

絵本や紙芝居の読み聞かせ

によって、親子で本を楽し

むことを伝えています。

　手遊び、折り紙なども

　　教えています。

町内での各種催しの際に、

託児活動を行っています。

子育てに役立つ講演会や

　　　　　勉強会も開催

　　　　　しています。

主に中村、境地区の未就

園児の会です。

中村下児童館や保健福祉

センターなどで活動して

　　　います。

主に井ノ口地区の

未就園児の会です。

宮前自治会館など

で活動しています。

障がい児者と親の会です。

定例会や親睦会などを

行っています。

ボランティアとして、

アルミ缶の仕分け作業

　などもしています。

未就園児とその保護者の会は、

現在、地区によってふたつの会に分かれています。

いろいろな行事を企画し、お友達と楽しく遊んでいます。

親子のふれあい、お友達との交流・情報交換

の場となっています。



子育て・孫育てに困った時は
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編集／中井町男女共同参画推進懇話会　　発行／事務局　中井町地域支援課

〒259−0197　中井町比奈窪56番地　☎0465−81−3907（直通）FAX0465−81−1443

　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail　chiiki＠town.nakai.kanagawa.jp

「ひだまり」へのご意見、ご感想をお寄せください

中井町男女共同参画推進懇話会
　女性の社会進出が進んでいますが、日常生活

の中で、男女間の不公平感を感じたりするなど

の例も多くみられます。

　このため、家庭で、学校で、職場で、地域で

男女が性別にとらわれず、それぞれのもつ個性

と能力を発揮できる社会づくりが求められてい

ます。

　男女共同参画社会の形成に向けた施策の効果

的推進を図るため、中井町男女共同参画推進懇

話会が平成17年より設置されています。

　男女共同参画社会の実現に向け、今後も各種

事業に取り組んでまいります。

任期満了に伴い、この４月に懇話会委員の

改選が行われました。新たに、次の６名で

２年間の活動に取り組んでまいります。

会　長　　松 田 智 子

副会長　　小 松 芳 子

委　員　　加 藤 充 一

　〃　　　曽 我 節 子

　〃　　　岡 田 眞 枝

　〃　　　小 澤 智 子

◆ 育児相談、子育て情報等 ● 　　　子育て支援センター　☎　81−3365

◆ 健診、育児相談等 ● 　　　健康課健康づくり班　☎　81−5546

◆ 保育園、地域の民生委員・児童委員等 ● 　　　　　　　　　福祉課　☎　81−5548

◆ 発達、非行、いじめ、育児等 ● 　　足柄上家庭児童相談室　☎　83−5111（代）

◆ 子どもから若者が抱える様々な悩みに ● かながわ子ども・若者総合相談センター

 　　　　　　　　　　　　　☎　045−242−8201

◆ 産休、育休 ● 神奈川県労働局雇用均等室　☎　045−211−7380


