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資料 ２

「新おおいた子ども・子育て応援プラン（仮称）」素案 ＜全体構成＞

No.1

おおいた子ども・子育て応援プラン 「新おおいた子ども・子育て応援プラン（仮称）」（大分県次世代育成支援行動計画 [後期] ）
（大分県次世代育成支援行動計画 [前期] ）

6月11日開催第１回県民会議 提示 現在案

総論編 計画の策定にあたって

第１章 計画の策定にあたって １ 計画策定の趣旨
第１節 計画策定の趣旨 ２ 計画の性格
第２節 計画の性格 ３ 計画の期間
第３節 計画の期間 ４ 県民意見等の反映
第４節 県民意見等の反映

Ⅰ 総論編

第２章 少子化の現状分析 第１章 少子化の現状分析
－次世代育成支援の必要性－

第１節 少子化の現状と将来の見通し 第１節 少子化の現状
(1) 減少しつづける出生数 (1) 出生数と合計特殊出生率
(2)人口減少と急速な高齢化 (2) 人口減少と高齢化の進行

第２節 少子化の要因とその背景 第２節 少子化の原因
(1) 少子化の要因 (1) 未婚化・非婚化の進行
① 未婚化（晩婚化・非婚化）の進行 ① 未婚化・晩婚化
② 夫婦の持つ子ども数の減少 ② 非婚化
③ 欲しいと思う数の子どもを持つことの (2) 晩婚化の進行
できない社会 ① 平均初婚年齢の上昇

(2) 少子化の背景 ② 母親の出産年齢の上昇
① 子育てと仕事を両立できる環境整備の (3) 夫婦の出生力の低下
遅れや高学歴化 ① 夫婦の持つ子どもの数の減少

② 結婚・出産に対する価値観の変化 ② 欲しいと思う数の子どもを持つことが困難
③ 子育てに対する負担感の増大 第３節 少子化の背景・要因
④ 経済的不安定の増大等 (1) 結婚行動の変容

① 結婚に関する意識の変化
② 経済的基盤と結婚行動

(2) 子育て・出産に対する不安
① 出産に関する意識の変化
② 子育て中の母親の孤立感
③ 経済的負担感の増大
④ 不妊についての不安

(3) 仕事と子育ての両立の難しさ
① 共働き世帯の増加
② 依然として難しい女性の就業継続
③ 男性の育児参加

第３節 大分県における特徴 第４節 大分県の特徴
(1) 九州の中で低い合計特殊出生率 (1) 合計特殊出生率
(2) 「経済的負担感」と「仕事との両立の困難 (2) 大分県の女性の就業形態

さ」がその背景に (3) 男性の育児参加
(3) 女性が働き続けることの難しさ 第５節 子どもを取り巻く状況

(1) 家族形態の変容
第４節 少子化がもたらす影響 (2) 地域社会の変容
(1) 子どもや家族への影響 (3) いじめ・不登校
(2) 地域社会への影響 (4) 児童虐待
(3) 経済社会への影響 第６節 少子化がもたらす影響

第５節 今こそ次世代育成支援のとき (1) 子どもや家庭への影響
(1) 少子化の流れを変える最後の好機 (2) 地域社会への影響
(2) 次世代への投資が必要 (3) 経済社会への影響
(3) みんなに子育ての喜びを 第７節 待ったなしの次世代育成支援

(1) 20代・30代女子人口の減少
(2) 子どもや次世代育成支援対策への投資が必要
(3) 市町村の状況

第２章 前期計画の評価

第３章 計画の基本的な考え方 第３章 計画の基本的な考え方
第１節 基本理念 第１節 基本理念
第２節 基本的な視点 第２節 基本的な視点
第３節 基本目標 第３節 基本目標
第４節 めざす姿 第４節 めざす姿

第５節 施策の基本方向（施策の体系）
第４章 施策の体系

第５章 計画の推進にあたって 第４章 計画の推進にあたって
第１節 家庭や地域、学校、企業等の役割 第１節 家庭や地域、学校、企業等の役割
第２節 県の役割 第２節 県の役割
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No.2

おおいた子ども・子育て応援プラン 「新おおいた子ども・子育て応援プラン（仮称）」（大分県次世代育成支援行動計画[後期]）
（大分県次世代育成支援行動計画[前期]）

6月11日開催第１回県民会議 提示 現在案

各論編 Ⅱ 各論編 Ⅱ 各論編

第１章 子どもの成長と子育てをみんなで支える 第１章 子どもの成長と子育てを支える意識づくり 第１章 子どもの成長と子育てをみんなで支える
意識づくり 意識づくり

第１節 子育てを社会全体で支えるための環境 第１節 社会全体の意識づくり 第１節 社会全体の意識づくり
づくり

第２節 子どもの人権を尊重する意識づくり 第２節 子どもの人権を尊重する意識づくり 第２節 子どもの人権を尊重する意識づくり
第３節 男女共同参画に関する教育・学習の充実 第３節 男女共同参画に関する意識づくり 第３節 男女共同参画に関する意識づくり

第２章 地域における子育ての支援 第２章 地域における子育ての支援 第２章 地域における子育ての支援
第１節 子育て支援サービス等の充実 第１節 子育て支援サービスの充実等 第１節 子育て支援サービスの充実等
(1) 子育て支援サービスの充実 (1) 子育て支援サービスの充実等 (1) 子育て支援サービスの充実
(2) 人材の確保・養成及び質の向上 (2) 人材の確保・養成及び質の向上 (2) 多様な子育て支援サービスの促進

第２節 保育サービス等の充実 第２節 保育サービスの充実等 第２節 保育サービスの充実等
(1) 必要な保育サービスの確保 (1) 必要な保育サービスの確保
(2) 多様な保育サービスの充実 (2) 多様な保育サービスの充実
(3) 人材の確保・養成及び質の向上 (3) 人材の確保・養成及び質の向上

第３節 子育て支援のネットワークづくり 第３節 子育て支援のネットワークづくり 第３節 子育て支援者の育成
(1) ＮＰＯとの協働 (1) 地域の子育て支援拠点等への支援 (1) 地域における子育て支援者の養成
(2) 関係団体の連携 (2) ＮＰＯや関係団体等との連携・協働 (2) 保育サービスに携わる人材の確保・養成
(3) 子育て支援サービス情報等の推進 (3) 子育て支援サービス情報等の提供 第４節 子育て支援サービスに関する情報提供の充実

第４節 子どもの健全育成 第５節 子育て支援のネットワークづくり
第１項 ふれあい交流の推進 第４節 子どもの健全育成 (1) 地域子育て支援拠点を中心とした地域のネット
(1) 子どもの健全な居場所づくり (1) ふれあい交流の推進 ワークづくり
(2) さまざまな健全育成活動の推進 ① 子どもの健全な居場所づくり (2) ＮＰＯやボランティア、関係団体等との

第２項 少年の非行防止 ② さまざまな健全育成活動の推進 連携・協働
(1) 関係者に対する啓発 (2) 少年の非行防止 (3) 子育て支援サービス情報等の提供
(2) 有害環境の浄化 ① 関係者に対する啓発 第６節 地域ぐるみの交流活動の推進
(3) 少年に対する指導と支援 ② 有害環境の浄化 (1) 子どもの居場所づくり

第３項 いじめや不登校・ひきこもりへの対応 ③ 少年に対する指導と支援 (2) 地域ぐるみの交流活動の推進
(3) いじめや不登校・ひきこもりへの対応 (2) 少年の非行防止

① 関係者に対する啓発
② 有害環境の浄化
③ 少年に対する指導と支援

(3) いじめや不登校・ひきこもりへの対応

第３章 きめ細かな対応が必要な子どもと親への 第３章 きめ細かな対応が必要な子どもと親への 第４章 きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援
支援 支援

第１節 児童虐待の防止 第１節 児童虐待に対する取組の強化 第１節 児童虐待に対する取組の強化
(1) 児童虐待の未然防止 (1) 児童相談所の体制の強化 (1) 児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応
(2) 児童虐待の早期発見・早期対応 (2) 市町村や関係機関との役割分担及び連携の (2) 児童相談所の体制強化

第２節 家庭にかわる養育の場の充実 推進 (3) 市町村や関係機関との役割分担及び連携の推進
第３節 ひとり親家庭の自立支援 (3) 児童虐待における事例検証 (4)児童虐待の重大事例に関する検証等
第４節 障害児への支援 第２節 家庭にかわる養育の場の充実 第２節 社会的な養護の場の充実
(1) 交流とふれあいの推進 (1) 家庭的養護の推進 (1) 家庭的養護の推進
(2) 早期療育の充実 (2) 施設機能の見直し (2) 児童養護施設等における機能強化
(3) 相談支援体制の充実 (3) 家庭支援機能等の強化 (3) 家庭支援機能等の強化
(4) 福祉サービスの充実 (4) 自立支援策の強化 (4) 子どもの自立支援の強化
(5) 特別支援教育の推進 (5) 人材確保のための仕組みの強化 (5) 人材確保のための仕組みの強化

(6) 子どもの権利擁護の強化 (5) 施設や里親の下で暮らす子どもの権利擁護と虐
待の防止

第３節 ひとり親家庭の自立支援 第３節 ひとり親家庭への支援
(1) 子育てや生活支援の充実
(2) 就業支援の推進
(3) 養育費確保の推進

第４節 障がい児への支援 (4) 経済的支援の充実
(1) 交流とふれあいの推進 第４節 障がい児への支援
(2) 早期発見・早期療育の推進 (1) 交流とふれあいの推進
(3) 相談支援体制の充実 (1) 早期発見・早期療育の推進
(4) 福祉サービスの充実 (2) 相談支援体制の充実
(5) 発達障がい児への支援 (3) 福祉サービスの充実
(6) 特別支援教育の推進 (4) 発達障がい児への支援

(5) 特別支援教育の推進
第５節 いじめ・不登校やひきこもりへの対応

(1) いじめ・不登校への支援
(2) ひきこもりへの支援
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No.3

おおいた子ども・子育て応援プラン 「新おおいた子ども・子育て応援プラン（仮称）」（大分県次世代育成支援行動計画[後期]）
（大分県次世代育成支援行動計画[前期]）

6月11日開催第１回県民会議 提示 現在案

第４章 子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり 第４章 子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり 第５章 子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
第１節 子どもや母親の健康づくり 第１節 子どもや母親の健康づくり 第１節 子どもや母親の健康づくり
(1) 妊娠・出産の安全性の確保 (1) 安全・快適な妊娠・出産の確保 (1) 安全・安心な妊娠・出産の確保
(2) 育児不安の軽減 (2) 育児不安の軽減 (2) 妊娠期からの子育て支援の充実
(3) 子どもの健やかな発達 (3) 子どもの健やかな発達 (3) 子どもの健やかな発育・発達

第２節 思春期の健康づくり 第２節 思春期の健康づくり 第２節 思春期からの健康づくり
(1) 喫煙・薬物乱用の防止 (1) 思春期特有の悩みの軽減への支援 (1) 思春期特有の悩みの軽減への支援
(2) 健康教育等の推進 (2) 健康教育等の推進 (2) 健康教育等の推進
(3) 学校保健における指導の充実 (3) 学校保健における指導の充実 (3) 学校保健における指導の充実

第３節 子どもの病気への支援 (4) 喫煙・薬物乱用の防止 (4) 喫煙・薬物乱用の防止
(1) 小児救急医療体制の整備 第３節 親になるための健康づくり 第３節 親になるための健康づくりへの支援
(2) 早期治療の促進等 (1) セルフケア能力の獲得支援 (1) セルフケア能力向上のための支援

第４節 不妊に悩む人への支援 (2) ライフプラニングを支援する情報提供 (2) ライフプラニングを支援する情報提供
第５節 食育の推進 第４節 子どもの病気への支援 第４節 不妊に悩む人への支援
(1) 望ましい食生活の定着 (1) 小児救急医療体制の整備 (1) 不妊に悩む人への支援
(2) 地域の食文化の継承 (2) 早期治療の促進等 (2) 予防できる不妊原因への対応

第５節 不妊に悩む人への支援 第５節 子どもの病気への支援
(1) 小児救急医療体制の整備
(2) 早期治療の促進等

第６節 食育の推進 第６節 食育の推進
(1) 食を通じた家族のふれあい (1) 食を通じた家族のふれあい
(2) 望ましい食習慣の定着 (2) 望ましい食習慣の定着
(3) 地域の食文化の継承 (3) 地域の食文化の継承

第５章 子どもの生きる力をはぐくむ教育環境 第５章 子どもの生きる力をはぐくむ教育環境 第６章 子どもの生きる力をはぐくむ教育の推進
づくり づくり

第１節 次代の親づくり 第１節 次代の親づくり 第１節 次代の親づくり
(1) 次代の親になるための意識の醸成 (1) 次代の親になるための意識の醸成
(2) 若者の自立への支援 (2) 若者の自立への支援

第２節 子どもの生きる力を育む学校づくり 第２節 子どもの生きる力をはぐくむ学校づくり 第２節 子どもの生きる力をはぐくむ学校づくり
第１項 確かな学力の向上 第１項 確かな学力の向上 第１項 確かな学力の向上
第２項 豊かな心の育成 第２項 豊かな心の育成 第２項 豊かな心の育成

(1) 道徳教育の充実 (1) 道徳教育の充実 (1) 道徳教育の充実
(2) 福祉のこころの醸成 (2) 福祉のこころの醸成 (2) 福祉のこころの醸成
(3) 文化芸術活動の充実 (3) 文化芸術活動の充実 (3) コミュニケーション能力の養成
(4) 読書活動の充実 (4) 読書活動の充実 (4) 文化芸術活動の充実

第３項 健やかな体の育成 (5) 読書活動の充実
第４項 信頼される学校づくり 第３項 健やかな体の育成 第３項 健やかな体の育成

(1) 開かれた学校づくりの推進 第４項 幼児教育の充実 第４項 幼児教育の充実
(2) 豊かな教育環境づくりの推進 第５項 信頼される学校づくり 第５項 信頼される学校づくり
(3) 安全・安心な学校づくりの推進 (1) 開かれた学校づくりの推進 (1) 開かれた学校づくりの推進
(4) 学校の施設・設備の整備 (2) 豊かな教育環境づくりの推進 (2) 豊かな教育環境づくりの推進

第５項 幼児教育の充実 (3) 安全・安心な学校づくりの推進 (3) 安全・安心な学校づくりの推進
第３節 家庭や地域の教育力の向上 (4) 学校の施設・設備の整備 (4) 学校の施設・設備の整備
第１項 家庭の教育力の向上 第３節 家庭や地域の教育力の向上 第３節 家庭や地域の教育力の向上

(1) 家庭教育に関する学習機会等の充実 第１項 家庭の教育力の向上 (1) 家庭の教育力の向上
(2) 家庭への支援体制の充実 (1) 家庭教育に関する学習機会等の充実 (2) 地域の教育力向上のためのネットワークづくり

第２項 地域の教育力の向上 (2) 家庭への支援体制の充実
(1) 子どもの文化活動等の支援 第２項 地域の教育力の向上
(2) 自然体験活動の推進 (1) 子どもの文化活動等の支援
(3) 社会体験活動等の推進 (2) 自然体験活動の推進
(4) 地域の教育力向上のためのネットワーク (3) 社会体験活動等の推進
づくり (4) 地域の教育力向上のためのネットワークづ

くり

第６章 子育ても仕事もしやすい環境づくり 第６章 子育ても仕事もしやすい環境づくり 第３章 子育ても仕事もしやすい環境づくり
第１節 働き方の見直し 第１節 仕事と生活の調和の実現のための働き方の 第１節 ワーク・ライフ・バランスの推進
(1) 働き方に関する意識改革 見直し 第２節 男性の育児参加の促進
(2) 子育てのための時間の確保 (1) 仕事と生活の調和の実現に向けた機運の醸成 第３節 女性の就労支援
(3) 再就職・再雇用の支援 (2) 仕事と生活の調和や両立支援の取組に関する 第４節 若者の就労支援

情報の収集と提供
第２節 若者の雇用の確保 (3) 男性の育児参加の促進

(4) 若年者や女性の就労支援
第２節 仕事と子育てを両立するための基盤整備

(1) 必要な保育サービスの確保（再掲）
(2) 多様な保育サービスの充実（再掲）

第７章 子どもにとって安心・安全なまちづくり 第７章 子どもにとって安心・安全なまちづくり 第７章 子どもにとって安心・安全なまちづくり
第１節 子育てしやすい住環境づくり 第１節 子育てしやすい住環境づくり 第１節 子育てしやすい生活環境づくり
(1) 良質な住宅の確保 (1) 良質な住宅の確保 (1) 良質な住宅の確保
(2) 良質な居住環境の確保 (2) 良好な居住環境の確保 (2) 良好な生活環境の確保

第２節 安心して外出できる環境づくり 第２節 安心して外出できる環境づくり 第２節 安心して外出できる環境づくり
(1) 子育てバリアフリー化の推進 (1) 子育てバリアフリー化の推進 (1) 子育てバリアフリー化の推進と情報提供
(2) 安全な遊ぶ場の整備 (2) 安全な遊び場の整備 (2) 安全な遊び場の整備

第３節 子どもの安全を守るまちづくり 第３節 子どもの安全を守るまちづくり 第３節 子どもの安全を守るまちづくり
第１項 子どもを交通事故から守る取組 第１項 子どもを交通事故から守る取組 (1) 子どもを交通事故から守る取組
(1) 安全な道路交通環境の整備 (1) 安全な道路交通環境の整備 (2) 子どもを犯罪から守る取組
(2) 交通安全活動の推進 (2) 交通安全活動の推進 第４節 子どもの非行を防ぐ環境づくり

第２項 子どもを犯罪から守る取組 第２項 子どもを犯罪から守る取組 (1) 非行を防ぐ運動の推進
(1) 犯罪被害の未然防止 (1) 犯罪被害の未然防止 (2) 子どもの健全な育成を阻害する環境の浄化
(2) 犯罪被害に遭った子どもへの支援 (2) 犯罪被害に遭った子どもへの支援 (3) 非行問題に関する相談や支援の実施

(4) 喫煙・薬物乱用の防止
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おおいた子ども・子育て応援プラン 「新おおいた子ども・子育て応援プラン（仮称）」（大分県次世代育成支援行動計画[後期]）
（大分県次世代育成支援行動計画[前期]）

6月11日開催第１回県民会議 提示 現在案

Ⅲ 後期計画の評価
～子育て満足度日本一を目指して～

資料編 Ⅳ 資料編

・数値目標一覧 ・各論編施策別担当課一覧
・各論編施策別担当課一覧 ・計画の策定経過
・計画の策定経過 ・次世代育成支援対策推進法
・おおいた子ども育成県民会議設置要綱 ・おおいた子ども・子育て応援県民会議設置要綱
・おおいた子ども育成県民会議委員名簿 ・大分県次世代育成支援対策推進会議設置要綱
・大分県次世代育成支援計画（仮称）策定検討委 ・大分県後期行動計画策定ワーキンググループ設置要
員会設置要領 綱

・大分県次世代育成支援計画（仮称）策定検討委 ・相談窓口等一覧
員会委員名簿

・大分県少子化対策推進会議設置要綱
・次世代育成支援対策推進法
・相談窓口等一覧


