
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 健康福祉部児童家庭課 課長名 梅木 弘之 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

 少子化の進行は、その背景に核家族化や都市化による家庭の養育力の低下、かつては親族や近隣から得られていた

支援や知識が得られにくいという育児の孤立、育児の負担感が大きいこと、家庭生活との両立が困難な職場の在り方、

結婚や家族に関する意識の変化、若年失業の増大など若者の社会的自立を難しくしている社会経済状況といった問題

が指摘されており、「子どもを生み、育てやすい社会環境」が徐々に失われてきたことが主な原因と思われます。 

こうした中、県では、市町村における次世代育成支援対策の推進を支援するとともに、「新たな地域像」による

地域の子育てを目指して、その実現のための具体的施策を盛り込んだ「千葉県次世代育成支援行動計画」を平成

１７年３月に策定しました。「千葉県次世代育成支援行動計画」の基本理念「子どもは地域の宝 すべての子どもと

子育て家庭の育ちを地域のみんなで支える」の実現に向けて、当事者の視点に立ち、「子ども・若者」、「親」、「地域」

の３つの領域に位置付けた、次世代育成支援のための必要な施策を、分野横断的に推進します。特に、中心的役割を

担う市町村の主体的で積極的な次世代育成支援対策への取組みを強力に支援します。 

２ 施策の概要 

施策名 次世代育成支援対策の推進 
施策 
コード

４ － ０ ３ ０ ５

アクションプラン 
における位置付け 

戦略５ 安全・安心な生活空間づくり、戦略６ みんなでつくる新しい地域社会 

施策２ 次世代育成支援対策の推進、施策７ 「新たな地域福祉像」の実現に向けた基盤整備 

施策８ 地域・家庭に重点を置いた生活（自立）支援、施策９ 自らつくる健康と安心を育む医療 

施策１０ 一人の人間としての尊厳の確保、施策１３ 防災体制の強化と災害に強い県づくり 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
千葉県地域福祉支援計画 
千葉県次世代育成支援行動計画 
千葉県ひとり親家庭等ふれあいサポートプラン 

関係
課名

健康福祉政策課、健康福祉指導課、学
事課、雇用労働課、（教）指導課ほか 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

「子どもと子育て家庭の育ちを地域の

みんなで支える」取組みを行う地域の

数（小域福祉フォーラム※又は地域子

育て会議の設置支援数※） 
※小域福祉フォーラム：小域福祉圏（小・中学校区）

において、地域住民・団体等が主体となって、 

地域における福祉等のあり方・取組み方を考えて

いく組織。 

※地域子育て会議：子育て地域力強化モデル事業に

おいて、社会福祉法人、住民活動団体、ＮＰＯ、

地域の子育てサークル・支援者等で構成された、

地域における子育ての取組みを実施する組織 

20か所 

（17年度） 

100か所 

（18年度） 
 

600か所 

（20年度） 

26か所 

（18年度） 
Ｃ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

 景気動向、税制・公的年金制度、三位一体改革の動向、男女共同参画の動向、医療技術水準

の向上・受診者の意識などが考えられます。これらは、少子化や子どもが健やかに成長してい

く上で大きな影響を及ぼします。 

目標の 

達成状況総括 

次世代育成支援対策の推進については、施策の推進の指標として掲げた１４の指標のうち、６

つが目標を達成しておりますが、８つの指標については、目標に達しませんでした。 

目標の達成状況総括は、概ね順調ではありますが、一部に課題があるものと思われます。 

・「子どもと子育て家庭の育ちを地域のみんなで支える」取組みを行う地域の数は、前年度よ

り増加しているものの、目標値まで達しませんでした。しかしながら、地域子育て支援センタ

ーが大幅に増加し、保育所が地域の子育て拠点として大きな役割を果たしています。 

・里親登録数については、平成16年度に比較して23組増加しましたが、目標の258組には達

しませんでした。要保護児童の内の里親への委託率は、15％であり目標の16％を下回りました。

地域小規模養護施設は、予定されていた民間の施設が平成19年度の開設となったため、1か所

にとどまりました。 

・社会的養護の受け皿整備については、平成18年 12月に富津市内に定員30人の児童養護施設

が開設されて、受け皿の拡大が図られましたが、今後とも家庭的養護や小規模ケアの重要性は



目標の 

達成状況総括 

変わらないことから、里親への委託並びに地域小規模養護施設の拡大を図っていきます。 

・子どもへの虐待の防止、児童の社会的養護の充実に向けて、概ね適切に実施しました。 

この理由として、児童相談所の対応システムの抜本的見直しや専門性の強化に努め、「児童相談

所子ども虐待対応マニュアル」を策定し、マニュアルに基づいた児童相談所における対応の徹

底を図ったことが挙げられます。一方、「市町村児童虐待防止ネットワークを全市町村設置」は、

４町村が未設置で目標に達成しませんでした。 

３ 施策展開                                       （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

9,566,959 13,622,209 
金額

6,862,647 13,114,566 

10.5 11.0 
Ⅰ 

（子育ての地域力の強化） 

地域の特性やニーズに応じた、地域での多様な子育て支援

を推進するため、地域住民自らが実施主体となる子育て支援

の「地域力」を高めるための施策や子どもの遊び場などの

施策を推進します。 
人員

10.5 11.0 

4,291,048 3,597,237 
金額

3,291,265 3,394,963 

5.3 5.0 
Ⅱ 

（子どもの健康と女性の健康、安心な妊娠と安全な出産の支援） 

 子どもが心身ともに健やかに成長・発達し、愛情に包まれ

た生活が送れるよう支援します。 

 思春期からの全ての女性及びその家族が安心して快適な

妊娠、出産に臨み、母子ともに健康に子育てができるよう、

乳幼児健診・相談事業や子育て支援事業の推進など、母子

保健体制の充実に努めます。 

人員

5.3 5.0 

1,964,716 
特別会計 478,307 

1,470,775 
特別会計 492,075

金額
1,871,525 

特別会計434,548 
1,369,169 

特別会計 472,528 

4.5 5.0 

Ⅲ 

（ひとり親家庭等への支援） 

ひとり親家庭等の誰もが、地域社会の一員として人権が

尊重され、自立し、その地域で健康で安心して生活でき、

子どもたちが希望を持ち、いきいきと育つことができる社会

づくりをめざします。 人員
4.5 5.0 

2,555,574 2,673,595 
金額

2,359,421 2,578,672 

8.5 11.0 Ⅳ 

（子どもへの虐待の防止、児童の社会的養護の充実） 

虐待の発生予防・早期発見・早期対応・保護・自立支援等

切れ目のない対策を講じるため、児童虐待防止の抜本的な

対策を検討していきます。市町村や児童相談所等の相談体制

やその機能を強化・拡充することで、社会全体で虐待を生み

出さない環境づくりを目指します。 

また、被虐待児等の要保護児童に対する社会的養護の充実

を図ります。 

人員

8.5 11.0 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

地域子育て支援センター設置数 

（なのはな子育て応援事業実施 

保育所を含む。） 

232か所 

（17年度） 

291か所 

（18年度） 

全保育所 

（21年度） 

382か所 
（18年度） 

Ａ

保育所の待機児童 50 人以上の  

市町村数 

4市町村 

（17年度） 

4市町村 

（18年度） 

0市町村 

（21年度） 

5市町村 
(18年度) 

Ｂ

放課後児童クラブ設置数 
443か所 

（17年度） 

457か所 

（18年度） 

496か所 

（21年度） 

464か所 
(18年度) 

Ａ

 

Ⅰ 

まっ白い広場（プレーパーク）    

設置数 

2か所 

（17年度） 

7か所 

（18年度） 

10か所 

（21年度） 

4か所 
(18年度) 

Ｂ



乳児健康診査・１歳６か月児健康

診査・３歳児健康診査の未受診児

の状況把握 

1歳 6か月児健診 

受診率91.0％ 

3歳児健診受診率 

      85.8％ 

（16年度） 

向上を目指します。

（18年度） 

100％ 

（21年度） 

1歳 6か月児健診 

受診率91.3％ 

3歳児健診受診率 

   受診率86.9％ 

（18年度） 

Ａ

思春期保健対策実施保健所数 
10保健所 

（17年度） 

12保健所 

（18年度） 

全保健所 

（21年度） 

12保健所 
（18年度） 

Ａ

Ⅱ 

 

 

総合周産期母子医療センターの 

設置数 

1か所 

（17年度） 

2か所 

（18年度） 

2か所 

（21年度） 

２か所 
（18年度） 

Ａ

母子家庭等就業・自立支援  

センター事業実績 

（講習会受講者数） 

92人 

（17年度） 

182人 

（18年度） 

486人 

(21年度) 

131人 
（18年度） 

Ｃ

母子家庭等就業・自立支援  

センター事業実績 

（求人情報登録数） 

105件 

（17年度） 

164件 

（18年度） 

340件 

(21年度) 

128件 
（18年度） 

ＣⅢ 

母子家庭等就業・自立支援  

センター事業実績 

（就業実績人数） 

305人 

（17年度） 

450人 

（18年度） 

400人 

(21年度) 

377人 
（18年度） 

Ｃ

要保護児童対策地域協議会設置 

市町村数 

2市町村 

（17年度） 

20市町村 

（18年度） 

全市町村 

（20年度） 

25市町村 
（18年度） 

Ａ

里親登録数 
218組 

（16年度） 

258組 

(18年度) 

320組 

（21年度） 

241組 
（18年度） 

Ｂ

要保護児童の内、里親への委託率 
14％ 

（16年度） 

16％ 

(18年度) 

20％ 

(21年度) 

15％ 
（18年度） 

Ｂ

Ⅳ 

地域小規模養護施設の設置数 
1か所 

（17年度） 

2か所 

（18年度） 

5か所 

(21年度) 

1か所 
（18年度） 

Ｂ

 



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ．子育ての地域力の強化 

  これまでの少子化対策は、保育所の待機児童を減らすなどの、生まれてきた子どもに対する施策が

中心でした。保育所の整備等には、一定の成果をあげてきましたが、子どもを生み、育てる環境

づくりという面では、十分とは言えませんでした。 

  これからは、子どもが自立した若者へとたくましく育つよう、地域社会全体で子どものことを考え、

地域のみんなで知恵や経験を出し合い、子育てを応援していくことが必要です。 

Ⅱ．子どもの健康、女性の健康及び安心な妊娠と安全な出産の支援 

 周産期医療の不採算性、産科医及び小児科医等の不足等により整備が難しい状況にあります。 

Ⅲ．ひとり親家庭等への支援 

ひとり親家庭は仕事と家庭の両立が困難であり、加えて母子家庭の母等の就業情報や経験の不足、

雇用する側の理解不足など母子家庭等を取り巻く雇用環境は、依然として厳しい状況にあります。 

Ⅳ．子どもへの虐待の防止、児童の社会的養護の充実 

(1)深刻化する児童虐待問題に対して、市町村とともに「子ども虐待ゼロ」を目指し、迅速で組織的な

対応を行うなど、児童虐待防止対策について一層の充実・強化を図ることが必要です。 

(2) 現在、要保護児童の支援は、乳児院や児童養護施設などの施設での支援が大きな割合を占めて

いますが、児童の発達においては、乳幼児期の愛着関係の形成が極めて重要であり、できる限り

家庭的な環境の中で養育されるよう里親等の家庭的養護の充実が必要です。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ．子育ての地域力の強化 

多様な保育ニーズへの対応のほか、地域子育て支援センター事業や子育て地域力強化モデル事業等

により、地域住民が一緒になって子どもと子育て家庭を支える地域力を強化し、子育てしやすい環境

づくりを総合的に推進します。 

Ⅱ．子どもの健康、女性の健康及び安心な妊娠と安全な出産の支援 

 子どもを安心して産み、心身の健やかな成長・発達を支援する環境づくりを整備することが重要で

あり、子どもの異常の早期発見・早期対応のため、各種健診・相談体制の整備や、総合周産期母子

医療センターを中核とした周産期医療ネットワークの整備、小児科医を含めた医師の効果的な確保・

配置などの方策の協議、乳幼児の病気や事故（けが）の予防についての啓発・教育などを実施して

いきます。 

Ⅲ．ひとり親家庭等への支援 

就業相談事業を受託している（財）千葉県母子寡婦福祉連合会では、平成 16 年 8 月から厚生労働

大臣の許可を得て無料職業紹介事業を開始しました。これによりハローワークに限られていた就職の

斡旋が、許可後は、直接紹介が可能となったため、母子家庭の母の一層の雇用促進が図られると期待

されます。 

平成16年度に策定した「千葉県ひとり親家庭等ふれあいサポートプラン」に基づいて、これら就業

上の支援策のみならず、生活上の支援策など総合的な支援を展開していきます。 

  また、定期的にプランの実施状況の確認と成果の評価を行うため、「千葉県次世代育成支援行動計画

推進作業部会」のもとに、民間の委員による「ひとり親専門部会」を設置し、必要に応じて県に提言・

勧告を行います。 

Ⅳ．子どもへの虐待の防止、児童の社会的養護の充実 

(1)児童相談所の相談処理件数は過去最高の水準に達するとともに、内容も複雑・深刻化しています。

子ども虐待ゼロを目指す上では、発生予防・早期発見・早期対応・保護・自立支援等切れ目のない

対策を講じることが重要です。 

そのために、昨年度に引き続き、専門家による児童虐待に関する基本的な研究、及びデータ蓄積、

死亡事例の検証等を通して、児童虐待防止の抜本的な対策を検討していくとともに、児童相談所の

体制強化を図ります。 

また、市町村ネットワークの強化、市町村職員及び児童相談所職員の専門性を高めるため、研修の

充実を図るとともに、児童相談所虐待対応システムの抜本的な見直しに取り組みます。 

 (2)要保護児童が地域の中で、より家庭的な生活を送るには、里親への委託が最も適しているため、

里親に関心がある方々に体験してもらうとともに、里親委託推進員（里親委託推進委員会）の設置等

を行い、里親登録・委託の拡大を図るとともに、里親型ファミリーグループホームの展開などにより、

里親制度をより一層充実させていきます。 

また、被虐待児等の社会的自立のためには、各児童の特性に応じた専門的な支援や、小規模でかつ

家庭的な環境の中で、近隣住民とかかわりながら支援をしていくことが重要ですので、アパート等を

借り上げて、既存の児童養護施設のサテライト施設として活用していきます。 



Ⅴ．次世代育成支援行動計画の着実な推進 

平成 16 年度に策定した「千葉県次世代育成支援行動計画」の着実な実施を確保するために、健康

福祉 千葉方式の手法を取り入れ、計画策定の際と同様に、当事者を含めた民間の委員による

「千葉県次世代育成支援行動計画推進作業部会」を組織します。推進作業部会は、定期的に計画の

実施状況の確認と成果の評価を行い、必要に応じて県に提言・勧告を行います。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

・児童虐待死亡事例検証委員会の提言を受け、児童相談所虐待対応システムの抜本的な見直しに取り

組むとともに、市町村児童虐待防止ネットワークの機能強化のための市町村支援の充実を図ります。

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・ 次世代育成支援行動計画推進作業部

会による計画の進行管理（通年） 

・ 次世代育成支援対策を推進する県民

会議（年２回開催予定） 

４月 

～６月
― 

７月 

～９月 

・児童虐待防止調査研究委員会開催 

・児童虐待死亡事例等検証委員会開催 

・家族関係支援調整プログラム調査研究委員

会開催 

・DV・児童虐待相談地域担当者研修会開催（5

会場 各2回） 

・児童虐待防止に関する市町村等母子保健担

当者研修会開催（１回） 

市町村児童虐待防止ネットワーク機能強化
（アドバイザー派遣）実施※ 

７月 

～９月

・次世代育成支援行動計画推進作業部会(第 4 回)
の開催。次世代育成支援対策を推進する県民会議
の開催 

・児童虐待防止調査研究委員会開催 

・児童虐待死亡事例等検証委員会開催 

・家族関係支援調整プログラム調査研究委員会開催 

・DV・児童虐待相談地域担当者研修会開催（5 会

場 各2回） 

・児童虐待防止に関する市町村等母子保健担当者

研修会開催（１回） 

・市町村児童虐待防止ネットワーク機能強化（ア
ドバイザー派遣）実施※ 

10月 

～12月 

・富津市内に定員30人規模の児童養護施設を
開設 

・児童虐待防止に関する市町村等母子保健担

当者研修会開催（4回） 

・家庭等における暴力（DV・児童虐待）対策

管理職研修会開催（2地域） 

・児童虐待防止推進月間フォーラム開催 

・児童虐待防止街頭キャンペーンの実施（2

地域） 

・市町村児童虐待防止ネットワーク機能強化
（アドバイザー派遣）実施 

10月 

～12月

・次世代育成支援行動計画推進作業部会(第 5 回)
の開催 
・12月 1日付けで、富津市内に定員30人の児童養
護施設が開設 

・児童虐待防止に関する市町村等母子保健担当者

研修会開催（4回） 

・家庭等における暴力（DV・児童虐待）対策管理

職研修会開催（2地域） 

・児童虐待防止推進月間フォーラム開催 

・児童虐待防止街頭キャンペーンの実施（2地域）

・市町村児童虐待防止ネットワーク機能強化(アド
バイザー派遣）実施 

１月 

～３月 

・千葉県における社会的資源のあり方につい
て社会福祉審議会から県に答申 

・児童虐待防止に関する市町村等MCGリーダ

ー養成研修会開催（5地域） 

・市町村児童虐待防止ネットワーク機能強化
（アドバイザー派遣）実施 

１月 

～３月

・次世代育成支援行動計画推進作業部会(第 6 回)
の開催 
次世代育成支援対策を推進する県民会議の開催 
・3月 27 日付けで、千葉県における社会的資源の
あり方について社会福祉審議会から県に答申 

・児童虐待防止に関する市町村等MCGリーダー養

成研修会開催（5地域） 

・市町村児童虐待防止ネットワーク機能強化（ア
ドバイザー派遣）実施 



５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ．子育て地域力の強化 

 地域住民自らが、実施主体となって地域の子育てを応援する地域子育て会議は、4 か所増え９箇

所となりました。また、保育所等において、子育て家庭の育児不安等の相談地域の保育資源の情報

提供など子育てを支援する事業を行う地域子育て支援センターは、昨年より150か所の大幅な増加

となり、地域の中で子育てをしやすい環境づくりは進んでいます。 

 一方、子どもの遊び場である「まっ白い広場（プレーパーク）」ついては、目標数の設置には至

りませんでした。 

Ⅱ．子どもの健康、女性の健康及び安心な妊娠と安全な妊娠の支援 

乳幼児の病気や事故（けが）の予防についての保護者や乳幼児関係者に啓発・教育を図るため、

14 の全保健所において乳幼児の救急講習会 16 回開催し、487 人の参加者がありました。子どもを

安心して生み育てる環境づくりを推進し、次代を担う児童の健全育成を図るため、乳幼児にかかる

医療費助成を、平成１８年８月より３歳以上就学前の７日以上継続入院日の数制限を廃止し、入院

１日から対象とするとともに、平成19年 10月から通院の助成対象年齢を1歳拡充し4歳未満とし

ました。 

１歳６か月児健康診査や３歳児健康診査については、市町村において、実施され、その受診率は増

えています。また、未受診者に対しての状況把握の体制を整備し、未把握者を無くすよう努めてい

ます。啓発の体制作りについては、市町村事業との連携により実施しました。 

Ⅲ．ひとり親家庭等への支援 

就業相談事業を（財）千葉県母子寡婦福祉連合会委託して実施したところ、平成１８年度は就

業相談件数２６７件、就業実績７２件の成果を上げることができました。 

  また、民間の各種学校に委託して、就業支援講習会として、ホームヘルパー２級講習会を年

１回、パソコン研修会を年２回実施しました。 

Ⅳ．子どもへの虐待の防止、児童の社会的擁護の充実 

 深刻化する児童虐待問題に対して、迅速かつ組織的な対応を行うための「市町村児童虐待防止ネ

ットワーク」を５５市町村（千葉市を除く）中５１市町村が設置しました。 

また、市町村職員及び児童相談所職員の専門性を高めるための研修の実施や「児童相談所子ども虐

待対応マニュアル」を策定し、マニュアルに基づいた児童相談所における対応の徹底を図りました。

社会的養護の充実  

平成 18 年 12 月に富津市内に定員 30 人の児童養護施設「望みの門かずさの里」が開設され、受

け皿の充実が図られました。 

 また、今後の社会的養護の受け皿のあり方について、平成 17 年度に社会福祉審議会のもとに社

会的資源あり方検討委員会を設置して検討してきましたが、平成19年 3月に県に答申が提出され、

今後の受け皿整備に向けた方向性が示されました。 

里親の確保については、里親体験の実施とともに、里親委託推進員の配置及び里親委託推進委員

会の設置を行い、里親登録・委託の拡大方策の検討を行いました。 

また、里親型ファミリーグループホームの展開や既存の児童養護施設のサテライト施設である地域

小規模児童養護施設の運営も行いました。 

ⅴ．次世代育成支援行動計画の着実な推進 

 千葉県次世代育成支援行動計画推進作業部会を3回、次世代育成支援対策を推進する県民会議を

2回実施し、計画の進捗状況を確認するとともに、次世代育成支援対策について検討を行いました。

また、平成17年度末の実施状況についてホームページに掲載し公表しました。 
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度 

以 

降 

の 

対 

応 

残された 

課題 

Ⅰ．子育て地域力の強化 

 子育て地域力強化モデル事業は、県内9か所で事業展開されており、地域子育て応援事業の取組

も広がりをみせていますが、その取組みは市町村によって温度差があります。地域の中で子育てし

やすい環境づくりを県全体に展開していくことが必要です。今後、取組が積極的でない市町村には

働きかけていくことが必要です。 

Ⅱ．子どもの健康、女性の健康及び安心な妊娠と安全な妊娠の支援 

 乳幼児医療費助成制度については、県及び市町村の厳しい財政状況ではあり通院助成対象の就学

前までの拡大に向けて、市町村の理解が必要であります。 

Ⅲ．ひとり親家庭等への支援 



 

ひとり親家庭は仕事と家庭の両立が困難であり、加えて母子家庭の母等の就業情報や経験の不

足、雇用する側の理解不足など母子家庭等を取り巻く雇用環境は、依然として厳しい状況にありま

す。 

 就業実績、就業支援講習会の参加者が前年度と比べて減少しているので、よりニーズにあった支

援策を講じる必要があります。 

Ⅳ．子どもへの虐待の防止、児童の社会的養護の充実 

「市町村児童虐待防止ネットワーク」を全市町村が年度内設置を目標として指導してきました

が、４市町村が未設置という結果になりました。 

社会的養護の充実 

 社会福祉審議会から社会的資源のあり方についての答申を受けて、県としてできるところから

受け皿の整備を推進していく必要があります。 

Ⅴ．次世代育成支援行動計画の着実な推進 

計画を推進するためには、事業の進捗を単に量的なもので把握するだけでなく、質的評価が求め

られます。事業評価の方法が課題です。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ．子育て地域力の強化 

 地域力強化モデル事業は、平成 19 年度からこれまでの団体への交付金事業から、市町村による

子育て地域力推進のため、事業を実施する市町村への補助事業としました。今後は、地域の中で子

育てしやすい環境づくり推進の趣旨を理解していただくよう市町村担当課長会議等を通じ働きか

けていきます。 

Ⅱ．子どもの健康、女性の健康及び安心な妊娠と安全な妊娠の支援 

 乳幼児医療費助成制度については、通院助成対象の就学前までの拡大に向けて市町村と十分協議

のうえ検討します。 

Ⅲ．ひとり親家庭等への支援 

  就業に直接結びつく就業支援を行うとともに、雇用する事業主に対して母子家庭の母の就業に

ついて理解と協力を求め、求人開拓を行っていきます。 

Ⅳ．子どもへの虐待の防止、児童の社会的養護の充実 

未設置の4町村については、早急に設置するよう引き続き指導を継続します。 

社会的養護の充実 

 児童相談所支所の本所への格上げ、児童福祉司・児童心理司の増員、地域小規模児童養護施設の

設置促進のための県単補助制度の創設等により、社会的養護の充実を図ります。 

Ⅴ．次世代育成支援行動計画の着実な推進 

 計画を着実に推進するとともに、評価についての研究会を立ち上げることも含め、他県市町村が

どのように評価を行っているか情報を収集しながら検討します。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

児童虐待防止のため、市町村とも連携して、児童虐待防止体制の強化・充実を進めること。 

 また、子育てしやすい環境づくりを推進するため、市町村とも連携して子育て地域力の強化を図ること。 

 


