
うつくしま子ども夢プランの次期計画策定方針 

 

平成２６年７月１０日 

子 育 て 支 援 課 

＜理念＞ 

・ふくしまの未来を担う子ども・若者の育成（復興計画プロジェクト４と整合） 

・社会全体での子育ち・子育ての支援（現行計画から継続） 

＜目標＞ 

「子どもにやさしい福島県づくり」 

・子どもを生み育てたいと思うふくしまの再生 

・子どもが元気で笑顔が輝く地域づくり 

＜施策体系＞ 

・こども環境学会の調査研究の成果を踏まえて７本の柱を５本に組み替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主なポイント＞ 

・ライフステージに応じた施策体系とし、結婚、妊娠、出産、子育てと切れ目

のない少子化対策に取り組む。 

・震災からの復興のため、ふくしまの未来を担う「子どもの参画」を推進する。 

・国で国民運動計画として母子保健計画の「健やか親子２１（第 2次）」を策定

することにあわせて、母子保健等について充実させて本プランを都道府県母

子保健計画に位置づける。 

・子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、すべての子どもと子育て家庭が必

要とするサービスを受けられるよう支援。あわせて幼保一体化施設である認

定こども園への移行を推進する。 

Ⅰ 東日本大震災を踏まえた子どもや家庭への支援 

Ⅱ 親と子のための保健医療体制の整備と健康づくり 

Ⅲ 子育ての支援 

Ⅳ 子育てと社会参加の両立のための環境づくり 

Ⅴ 子どもの健やかな成長のための環境づくり 

Ⅵ 援助を必要とする子どもや家庭のための支援 

Ⅶ 次代の親の育成 

Ⅰ 東日本大震災からの生活の回復

（震災対応） 

Ⅱ 安心して次世代を生み育てられ

る環境づくり（結婚、妊娠、出産） 

Ⅲ 子育ての支援（主に乳幼児等） 

Ⅳ 子どもにやさしい環境づくり（主

に小中高校生等） 

Ⅴ 子育てを支える社会環境づくり

（社会全体） 

資料１  



  

 

平成２６年７月１０日 

福島県子育て支援課 

計画の概要計画の概要計画の概要計画の概要    

○計画の性格 

・次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画 

・健やか親子２１に基づく母子保健計画 

・子育てしやすい福島県づくり条例に基づく基本計画 

○計画の期間 

平成 27 年度～31 年度の 5 カ年計画の想定 

※ 次世代育成支援対策推進法による計画策定指針が現時点で未策定 

  平成 17 年度～26 年度においては前期後期の 5 年スパン 

福島県の子どもと家庭を取り巻く状況福島県の子どもと家庭を取り巻く状況福島県の子どもと家庭を取り巻く状況福島県の子どもと家庭を取り巻く状況    

 ○東日本大震災の影響 

 ○少子化の動向 

 ○子育て家庭の状況 

 ○子ども・子育て支援の現状 

それぞれ「震災を踏まえた子育て環境に関する調査研究」結果や各種統計等

により現状分析する。 

計画の理念・目標計画の理念・目標計画の理念・目標計画の理念・目標    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「うつくしま子ども夢プラン（後期行動計画）」次期計画の骨子案「うつくしま子ども夢プラン（後期行動計画）」次期計画の骨子案「うつくしま子ども夢プラン（後期行動計画）」次期計画の骨子案「うつくしま子ども夢プラン（後期行動計画）」次期計画の骨子案    

ふくしまの未来を担う子ども・若者の育成ふくしまの未来を担う子ども・若者の育成ふくしまの未来を担う子ども・若者の育成ふくしまの未来を担う子ども・若者の育成    

社会全体での子育ち・子育ての支援社会全体での子育ち・子育ての支援社会全体での子育ち・子育ての支援社会全体での子育ち・子育ての支援    

 

子どもを生み育てたいと思う 

ふくしまの再生 

 

子どもが元気で笑顔が輝く 

地域づくり 

「子どもにやさしい福島県づくり」「子どもにやさしい福島県づくり」「子どもにやさしい福島県づくり」「子どもにやさしい福島県づくり」    

理念理念理念理念    

目標目標目標目標    



基本的施策及び行動計画基本的施策及び行動計画基本的施策及び行動計画基本的施策及び行動計画    

Ⅰ 東日本大震災からの生活の回復 

 １ 子どもの生活環境の回復 

  （１）放射線量の低減化 

  （２）給食の安全・安心確保 

  （３）保育所・学校等の施設復旧 

  （４）施設や地域における防災避難計画の再検討 

 ２ 子どもの心身の健康を守る取組の推進 

  （１）放射能に係る保健・医療体制の整備 

  （２）震災被害等に関する子どもの心のケア 

Ⅱ 安心して次世代を生み育てられる環境づくり 

 １ 家庭を築き子どもを生み育てる環境づくり 

  （１）家庭・子育てに関する教育・啓発の推進 

  （２）若者の就業に対する支援 

  （３）独身男女の交流等への支援 

 ２ 切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健・医療対策 

  （１）安心して妊娠・出産・子育てできる保健・医療体制の整備 

  （２）不妊や不育に悩む夫婦に対する支援 

  （３）妊娠期からの継続的な支援体制の強化 

  （４）妊娠・出産・子育てに係る正しい知識の普及啓発 

Ⅲ 子育ての支援 

 １ 子育て家庭の負担軽減と相談・情報提供体制の整備 

  （１）子育て家庭の経済的負担の軽減 

  （２）子育て等に関する相談・情報提供体制の整備 

 ２ 子ども・子育て支援新制度への対応 

  （１）保育の量の確保及び質の向上 

  （２）幼児教育の充実 

  （３）認定こども園への移行推進 

  （４）多様なニーズに対応した子育て支援サービスの推進 

 ３ 援助を必要とする子どもや家庭への支援 

  （１）育てにくさを感じる親に寄り添う支援 

  （２）障がいのある子どもやその保護者に対する支援 

震災対応 

主に乳幼児等 

結婚、妊娠、出産 



  （３）妊娠期からの児童虐待防止体制の整備 

  （４）家庭での養育が困難な子どもや被害にあった子どもに対する支援 

  （５）困難を有する子どもや親に対する支援 

  （６）ひとり親家庭に対する支援 

Ⅳ 子どもにやさしい環境づくり 

 １ 子どもの参画の推進 

  （１）子どもの人権に関する啓発 

  （２）子どもの参画による子育ち環境づくりの推進 

 ２ 地域における子ども環境の整備 

  （１）遊びの環境の整備 

  （２）地域における体験学習環境の推進 

  （３）子どもや青少年の健全育成推進のための環境づくり 

  （４）子どもを見守る近隣社会の構築 

  （５）子育てしやすい居住環境・まちづくりの推進 

  （６）子育て支援の拠点や子どもの居場所づくり 

 ３ 教育の充実 

  （１）豊かなこころの育成 

  （２）健やかな体の育成 

  （３）確かな学力の育成 

  （４）学校の教育環境の整備 

  （５）家庭教育への支援と地域と連携した教育の推進 

 ４ 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 

  （１）食育の推進 

  （２）思春期における健康教育の推進 

Ⅴ 子育てを支える社会環境づくり 

 １ 地域ぐるみでの子育て支援の推進 

  （１）子育て支援環境づくりに関する啓発・調査等 

  （２）子育て支援団体等による子育て支援活動の充実 

  （３）地域住民による支援 

 ２ 子育てと社会参加の両立のための環境づくり 

  （１）男女共同参画の推進 

  （２）ワークライフバランスに配慮した働き方の普及促進 

  （３）育児休業制度等の定着と出産等により退職した人の就業支援 

 

社会全体 

主に小中高校生等 



大項目 中項目 小項目

安心して妊娠・出産・子育てでき

る保健・医療体制の整備

不妊や不育に悩む夫婦に対す

る支援

妊娠期からの継続的な支援体

制の強化

妊娠・出産・子育てに係る正しい

知識の普及啓発

食育の推進

思春期における健康教育の推

進

子育て支援環境づくりに関する

啓発・調査等

子育て支援団体等による子育て

支援活動の充実

地域住民による支援

重点課題①

育てにくさを感じる親に寄り添う

支援

Ⅲ　子育ての支援

援助を必要とする子どもや家庭

への支援

育てにくさを感じる親に寄り添う

支援

重点課題②

妊娠期からの児童虐待防止対

策

Ⅲ　子育ての支援

援助を必要とする子どもや家庭

への支援

妊娠期からの児童虐待防止体

制の整備

夢プラン次期計画案における対応

健やか親子21における課題

切れ目ない妊産婦・乳幼児への

保健・医療対策

Ⅱ　安心して次世代を生み育て

られる環境づくり

切れ目ない妊産婦・乳幼児への

保健対策

基盤課題A

地域ぐるみでの子育て支援の推

進

Ⅴ　子育てを支える社会環境づ

くり

子どもの健やかな成長を見守り

育む地域づくり

基盤課題C

Ⅳ　子どもにやさしい環境づくり

学童期・思春期から成人期に向

けた保健対策

学童期・思春期から成人期に向

けた保健対策

基盤課題B

夢プラン次期計画夢プラン次期計画夢プラン次期計画夢プラン次期計画 健やか親子健やか親子健やか親子健やか親子21との関連性との関連性との関連性との関連性



ライフステージ等 関連計画等

Ⅰ　東日本大震災を踏まえた子どもや家庭への支援 Ⅰ　東日本大震災からの生活の回復
放射線量の低減化 放射線量の低減化

給食の安全・安心確保 給食の安全・安心確保

学校等の施設復旧 保育所・学校等の施設復旧

健康の保持・増進 施設や地域における防災避難計画の再検討

子どもの心のケア 放射能に係る保健・医療体制の整備

日本一安心して子どもを生み育てられる環境づくり 震災被害等に関する子どもの心のケア

生き抜く力を育む人づくり Ⅱ　安心して次世代を生み育てられる環境づくり
Ⅱ　親と子のための保健・医療体制の整備と健康づくり 家庭・子育てに関する教育・啓発の推進

１　安心して出産できる保健・医療体制及び小児医療

体制の整備

安心して出産できる保健・医療体制及び小児医療体制の整備 若者の就業に対する支援

２　不妊や不育に悩む夫婦に対する支援 不妊や不育に悩む夫婦に対する支援 独身男女の交流等への支援

親と子の心と体の健康づくりに対する支援 安心して妊娠・出産・子育てできる保健・医療体制の整備

食育の推進 不妊や不育に悩む夫婦に対する支援

Ⅲ　子育ての支援 妊娠期からの継続的な支援体制の強化

１　子育て等に関する相談・情報提供体制の整備 子育て等に関する相談・情報提供体制の整備 妊娠・出産・子育てに係る正しい知識の普及啓発

２　子育て家庭の経済的負担の軽減 子育て家庭の経済的負担の軽減 Ⅲ　子育ての支援
子育て支援環境づくりに関する啓発・調査等 子育て家庭の経済的負担の軽減

子育て支援団体等による子育て支援活動の充実 子育て等に関する相談・情報提供体制の整備

高齢者による支援 保育の量の確保及び質の向上

保育施設の整備の促進及び保育の質の向上 幼児教育の充実

認可外保育施設への支援 認定こども園への移行推進

多様なニーズに対応した子育て支援サービスの推進 多様なニーズに対応した子育て支援サービスの推進

子育てしやすい居住環境の整備 育てにくさを感じる親に寄り添う支援

安心して子育てができるまちづくりの推進 障がいのある子どもやその保護者に対する支援

Ⅳ　子育てと社会参加の両立のための環境づくり 妊娠期からの児童虐待防止体制の整備

男女共同参画の推進 家庭での養育が困難な子どもや被害にあった子どもに対する支援

男性の子育て参画の推進 困難を有する子どもや親に対する支援

仕事と生活の調和（ワークライフバランス）に配慮した働き方の普及促進 ひとり親家庭に対する支援

育児休業制度等の定着と充実 Ⅳ　子どもにやさしい環境づくり
３　出産・子育てのために退職した人に対する就業支

援の推進

出産・子育てのために退職した人に対する就業支援の推進 子どもの人権に関する啓発

Ⅴ　子どもの健やかな成長のための環境づくり 子どもの参画による子育ち環境づくりの推進

豊かなこころの育成 遊びの環境の整備

健やかな体の育成 地域における体験学習環境の推進

確かな学力の育成 子どもや青少年の健全育成推進のための環境づくり

学校の教育環境の整備 子どもを見守る近隣社会の構築

幼児教育の充実 子育てしやすい居住環境・まちづくりの推進

家庭教育への支援と地域と連携した教育の推進 子育て支援の拠点や子どもの居場所づくり

子どもや青少年が健やかに育つことができる環境づくりの推進 豊かなこころの育成

遊びの環境の整備 健やかな体の育成

体験学習の推進 確かな学力の育成

困難を有する子どもに対する支援体制の整備 学校の教育環境の整備

３　放課後児童の健全育成の推進 放課後児童の健全育成の推進 家庭教育への支援と地域と連携した教育の推進

子どもの人権に関する啓発 食育の推進

子どもの声を尊重した子育ち環境づくりの推進 思春期における健康教育の推進

子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 Ⅴ　子育てを支える社会環境づくり
子どもの交通安全を確保するための活動の推進 子育て支援環境づくりに関する啓発・調査等

Ⅵ　援助を必要とする子どもや家庭のための支援 子育て支援団体等による子育て支援活動の充実

障がいのある子どもやその保護者に対する支援 地域住民による支援

障がい児に対する保育の充実や教育的支援 男女共同参画の推進

２　家庭での養育が困難な子どもに対する支援 家庭での養育が困難な子どもに対する支援 ワークライフバランスに配慮した働き方の普及促進

３　ひとり親家庭に対する支援 ひとり親家庭に対する支援 育児休業制度等の定着と出産等により退職した人の就業支援

児童虐待の防止体制の整備

被害にあった子どもに対する支援体制の整備及びその親に対する対応

Ⅶ　次代の親の育成
思春期における健康教育の推進 思春期における健康教育の推進

家庭を築き子どもを生み育てることの意義に関する教育・啓発の推進

若年者の就業に対する支援

若者の交流等への支援

家庭を築き子どもを生み育てるための環境づくりの推

進

１　障がいのある子どもや家庭に対する支援

４　児童虐待の防止及び様々な被害にあった子どもに

対する支援

主に

乳幼児等

子ども・子育て

支援

新制度

健やか親子２１

ふくしま青少年

育成プラン

ふくしま障がい者

プラン

１　学校教育の充実

２　地域における教育等の充実

４　子どもの権利や意見が大切にされる環境づくりの推

進

１　男女行動参画による子育ての推進

２　仕事と生活の調和（ワークライフバランス）に配慮し

た環境の整備

１　子どもの参画の推進

５　子どもにとって安全で安心な地域づくりの推進

４　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策

主に

小中高校生等

健やか親子２１

社会全体

３　親と子の健康づくりに対する支援

２　切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健・医療対策

結婚、妊娠、出産

健やか親子２１

復興計画

環境回復

プロジェクト

２　子どもの心身の健康を守る取組の推進

３　未来を担う子ども・若者の育成

震災対応

復興計画

県民の心身の健康を守

るプロジェクト

２　子どもの心身の健康を守る取組の推進

１　家庭を築き子どもを生み育てる環境づくり

３　地域における支援

２　地域における子ども環境の整備

４　子育て支援サービスの充実

３　援助を必要とする子どもや家庭への支援

５　子育てしやすい生活環境の整備

２　子ども・子育て支援新制度への対応

１　子育て家庭の負担軽減と相談・情報提供体制の整備

現行プラン施策体系

１　子どもの生活環境の回復

１　子どもの生活環境の回復

次期計画施策体系案

ふくしま男女共同

参画プラン

児童の権利に関

する条約

ふくしま青少年

育成プラン

福島県

総合教育計画

３　教育の充実

１　地域ぐるみでの子育て支援の推進

２　子育てと社会参加の両立のための環境づくり

復興計画プロジェクト4と整合復興計画プロジェクト4と整合復興計画プロジェクト4と整合復興計画プロジェクト4と整合

性をとって、暫定的に震災対性をとって、暫定的に震災対性をとって、暫定的に震災対性をとって、暫定的に震災対

応をまとめていたが、全面改応をまとめていたが、全面改応をまとめていたが、全面改応をまとめていたが、全面改

定に伴い「計画の理念」とし、定に伴い「計画の理念」とし、定に伴い「計画の理念」とし、定に伴い「計画の理念」とし、

全体的に書き込む。全体的に書き込む。全体的に書き込む。全体的に書き込む。


