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小鹿野町の位置



小鹿野町の情報

•面積

１７１．２６k㎡

•人口

１０，９７６人（令和３年９月１日時点）

•キャッチコピー

「花と歌舞伎と名水のまち おがの」



花
しだれ桜、花しょうぶ、ダリア、セツブンソウなど１年を通して
見ごろの花があり、毎年多くの観光客が訪れます。



歌舞伎

「町じゅうが役者」と言われるほど地芝居が盛んで、歴史と伝統
ある「小鹿野の歌舞伎芝居」は県指定文化財に選ばれています。



名水
平成の名水百選に選出された「毘沙門水」をはじめとした豊かな
水資源に囲まれています。



町内の小中学校について

小学校は４校 児童数４４２人

一番多い学校は２７０人

一番少ない学校は３８人（複式学級）

中学校は１校 生徒数３０８人

※平成２８年に４校を１校に統合

（令和３年５月１日時点）



義務教育支援事業について



事業概要
小・中学校に在籍する児童生徒の給食費の全額及び教材費の一部
を補助。

目的
子育て家庭への経済的支援

補 助 内 容 補 助 対 象

給食費の全額補助
小学生 ５１，０００円／年
中学生 ５９，４００円／年

小学校入学から中学校卒業までの間、全児童生
徒が対象。

教材費の一部補助
小学生 ６，０００円／年
中学生 １０，０００円／年

全児童生徒が必ず購入することになっている凖
教科書、副読本的図書、ワークブックなどに要
する費用が対象。



実施までの経緯

平成２１年度 第２子以降の児童生徒を対象に無料

【当時の町長の政策により、子育て支援策の一環として実施】

平成２７年度 第１子を追加し小中学校全児童生徒を対象とする

【当初第1子分は国の地方創生事業として国庫補助を受け実施。し
かし、平成２８年度以降は補助がなくなったため町費のみで対応】



無料化するにあたって困難だったこと

① 第２子以降の定義

・実施当初は第２子以降としていたが、様々なパターンがあ

るため定義付けが困難であった。検討の結果、親が学校に

提出する家庭連絡カード（自己申告）により判断すること

とした。

② 予算の負担が大きい

・当初見込んでいた国庫補助が１年でなくなってしまったた

め、町費の負担が大きくなっている。



町の財政について

歳出合計 8,790,642千円歳入合計 9,534,993千円

議会費

76,056 

1% 総務費

875,063 

10%

民生費

3,057,459 

35%

衛生費

1,050,415 

12%

農林水産業費

246,530 

3%

商工費

526,678 

6%

土木費

250,811 

3%

消防費

580,652 

6%

教育費

818,083 

9%

災害復旧費

408,561 

5%

公債費

844,248 

9%

諸支出金

56,086 

1%

令和２年度決算額（歳出）令和２年度決算額（歳入）

町税

1,238,423

13%

繰越金

488,384

5%

諸収入等

702,689

8%

地方交付税

3,078,074

32%

国庫支出金

2,413,202

25%

県支出金

371,273

4%

町債

872,280

9%

交付金・その他

370,668

4%

単位：千円



実績

令和元年度

教材費 5,758,293円 給食費 37,808,127円

合計 43,566,420円

令和２年度

教材費 5,192,642円 給食費 37,361,584円

合計 42,554,226円（教育費の約５％）



事業の手ごたえと課題

・全児童生徒を対象としてから７年目となるが、保護者から大変

助かるという声をいただいている。

・長く支援をしているがゆえに「補助してもらえるのが当たり

前」という意識が根付いている。

・本事業が町独自の支援制度で町の魅力の一つということを町内

に限らず、町外にもPRしていくことが重要と考える。



学校給食アレルギー対応について
・町内小中学校の給食を小鹿野町学校給食センターで作っている
（平成２８年１０月より稼働）

・全ての食材のアレルギー対応を実施している（全３０品目３６名
【令和３年４月時点】）

・アレルギー対応食のレベルは最も高い４レベル（代替食対応）

・調理にあたっては、アレルギー専用調理室を設け、他の調理工程と
重ならないよう配慮している。

・アレルギー対応食担当の栄養士と調理員を１名ずつ配置している



小鹿野町学校給食センター



アレルギー専用調理室



汁物 容器

学校名・クラス名・氏名・アレルゲン表示

おかず・和え物容器保冷材



通常献立 アレルギー対応食

ごはん
牛乳

かき卵汁
さばの塩焼き

おかかﾏﾖﾈｰｽﾞあえ
（ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ）

ごはん
牛乳

かき卵風汁（大豆の華）
さばの塩焼き

おかかﾏﾖﾈｰｽﾞあえ
（ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ）

（例）卵アレルギー

卵 大豆



その他支援制度について
・こども医療費

・地域包括医療ケアシステム



１ こども医療費

事業概要

小鹿野町在住の健康保険に加入している１８歳までの児童（満１８歳になった最初の
３月３１日まで）が、医療保険制度で医療機関等を受診した場合、医療費の一部
（※）を支給。未就学児までを県費負担、就学時から18歳年度末までは町単独で負
担している。

（※）高額療養費、附加給付金、入院時食事療養費標準負担額等を除く。

実績（町単独分）

令和元年度 登録児童数：1,050人 件数：11,667件 支給額：23,356,093円

令和２年度 登録児童数： 986人 件数： 9,406件 支給額：19,692,554円



２ 地域包括医療ケアシステム

事業概要

本町は町立小鹿野中央病院と併設している保健福祉センターを核
として、保健・医療・介護、予防、住まい、生活支援サービスが
切れ目なく、一体的に提供される体制を構築し、有機的な連携を
図っています。



想いと組織で関わる小鹿野町地域包括ケアシステム

「個々を支える」「みんなで考える」「つなげる」隙間を埋めていく支援を目指して

住 民

地域活動
民生委員・児童委員 社会福祉協議会 シルバー人材センター ボランティア団体

福祉・保健 医 療

介 護

介護サービス事業者

施設サービス事業者

開業医療機関

保健福祉センター
【福祉課】

保険担当（介護・国保・後期）

社会・高齢者福祉担当

障害福祉担当

【保健課】

健康増進担当

地域包括支援センター

訪問看護ステーション

ヘルパーステーション

国保町立小鹿野中央病院
外来診療部門

地域医療連携室

救急医療

入院（一般・包括）

総合検診（人間ドック）

訪問診療

リハビリテーション（通所・訪問）



具体例（重要な連携会議）
「地域ケア会議」 月２回実施 （20 人～30人のケース検討）
看護師・介護支援専門員・保健師・訪問看護・訪問介護・病院相談員・PT等

専門職の単なる情報交換ではない。
困っている住民の生活の調整･改善。
入院や在宅生活において誰が何に
何に困っているか。
問題点など意見を出し合い、個々の
支援をどうするか。
継続することで互いの役割を理解。

「包括ケア会議」 月２回実施
（職員の連携と資質の向上）

医師・看護師・理学療法士・保健師・
介護支援専門員・訪問看護師・訪問
看護師・ホームヘルパー・リハビリ・
管理栄養士・町立病院及び保健課福祉課の職員等で構成

各担当の取組や課題をレポート、開発や問題解決など検討。
職員の意識改革 ･ 発想転換 ・ 円滑な人間関係づくり。
約30分の会議 検討内容を持ち帰り業務に生かす。



町計画の位置づけについて



第２次小鹿野町総合振興計画
より将来像

重点目標と
2つの力

基本目標



自治力

○町の諸課題の解決には、行政による町全体の画一的な事業展開

では限界があります。

〇地域（行政区）により、異なる課題を解決するためには住民自

身で問題の解決を図る地域の力が必要です。

〇この力を「自治力」と名付け、町全体の「自治力」を高めるた

めに行政が積極的にサポートを行います。



ブランド力

〇町の内外に魅力を知ってもらうには、町そのものをブランド化

することが有効です。

〇特産品や観光名所だけでなく、サービスや支援策などにおいて

も小鹿野町ならではの強い魅力を発揮できるモノ・コトをブラ

ンド化します。

〇このようなブランド化しうるモノ・コトを積極的に掘り起こし、

磨き上げ、発信する力を「ブランド力」と名付け、町をあげて

この力を高めていきます。



ご清聴ありがとうございました


