
委員意見と主要関連事業;平成21年度当初予算(案) 資料　６

【H19～20年度の県民会議意見・提言等】 【平成2１年度関連事業予算要求状況】 (→事業概要は資料７参照) 

※ゴシックは「子育て満足度日本一を目指す大分県」への意見 （↓H21新規事業） (↓継続事業） (区分）

子育て中、子育て準備中、高校生も含め幅広い層にプランの広報を 1 次世代育成支援後期行動計画策定事業 2 子育て応援社会づくり推進事業 １　 子どもの成長と子育てをみんなで支える意識づくり

子どもの意見を社会に出していくことも必要 3 男女共生おおいた推進事業 (1)子育てを社会全体で支えるための環境づくり --A
男性も女性も働く力を身につける必要がある 4 人権啓発推進事業 (2)子どもの人権を尊重する意識づくり --B
自分自身を尊重する自己肯定感と、多様性を尊重する意識を 5 農山漁村男女共同参画キャリアアップ促進事業 (3)男女共同参画に関する教育・学習の充実 --C
身近な市町村行政に生かされることが大切 6 人権教育確立推進事業 
仕事を続けながらの結婚・子育てを社会全体で支える雰囲気づくりを

保育料の軽減を 1 企業等子育て支援促進事業 6 ＮＰＯステップアップ支援事業 ２　地域における子育ての支援
隣近所が知り合いになれる場面づくりを 2 子育て支援臨時特例対策事業 7 旧町村部地域総合相談支援センター設置事業 (1)子育て支援サービス等の充実 --D
子どもの自己肯定感を育む親子関係を 3 認定こども園助成事業 8 健康教育普及事業 (2)保育サービス等の充実 --E
放課後児童クラブの運営面の支援と預かり時間の拡充を 4 青尐年自立支援センター運営事業 9 病児・病後児保育促進事業 (3)子育て支援のネットワークづくり --F
大分にこにこ保育事業の充実と、設備の整備に対する支援を 5 ネットいじめ対策事業 10 保育サービス充実事業 (4)子どもの健全育成 --G
各市町村に「子育て支援センター」を置き、ケアマネージャーの配置を 11 大分にこにこ保育支援事業 
県民、ＮＰＯ、市町村等とのパートナーシップ改革により多様な交流を 12 放課後子どもプラン推進事業 
男性(父親)の育児参加、父親の家庭回帰を 13 市町村児童環境づくり基盤整備事業 
核家族に対する精神的支援、育児ストレスへの支援を 14 児童福祉施設整備事業 
支援制度は充実しているので周知徹底方法の検討が必要である 15 いじめ・不登校対策事業 
ニーズの現状把握とそれに対応した保育サービスを 16 おおいたっ子心の交流推進事業
共働き家庭と在宅育児家庭の両方の視点で推進して欲しい
認定こども園の拡充を

子どもの健全な発達が保障される日本一を目指して欲しい 1 母子家庭等自立促進計画策定事業 4 社会福祉センター等施設整備事業 ３　きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援
障害児受け入れのための保育士増員を 2 発達障がい児早期支援体制整備事業 5 里親委託推進事業 (1)児童虐待の防止      --H

3 心を育てる体験活動推進事業 6 いつでも児童相談体制整備事業 (2)家庭にかわる養育の場の充実 --I
7 児童自立生活援助事業 (3)ひとり親家庭の自立支援    --J
8 児童家庭支援センター運営事業 (4)障害児への支援   --K
9 母子家庭等自立促進対策事業 
10 児童デイサービス利用促進事業 
11 障がい児等地域療育等支援事業 
12 特別支援教育振興事業 

幼少期の大切さを伝える機会を子ども達に 1 医療機関医師等支援事業費 5 おおいた地域医療支援システム構築事業 ４　子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
プロが訪問する子育てヘルパーの創設を 2 緊急雇用小児救急医療相談調査事業費 6 医師確保緊急対策事業 (1)子どもや母親の健康づくり --L
(相談を)待っていないで出てきて手を貸す事業を 3 周産期救急医療体制強化事業 7 小児救急医療体制整備推進事業 (2)思春期の健康づくり   --M
三度三度の食事を大切に、バランスの取れた料理を 4 妊婦健康診査支援事業 8 覚せい剤等乱用防止推進事業 (3)子どもの病気への支援  --N
地域で孤立しがちな母親の拠り所が必要 9 ヘルシースタートおおいた推進事業 (4)不妊に悩む人への支援      --O
子どものライフステージに合った子育て支援情報提供を 10 乳幼児医療費助成事業 (5)食育の推進  --P
どの地域でも24時間対応の医療、子育て支援の整備を 11 不妊治療費助成事業 
不妊治療への助成拡大を 12 育児不安すこやかサポート事業 
子どもの学力も体力も全国レベルで劣っており、食育の推進を 13 母子保健対策事業 

14 大分の食育推進事業 
15 生きる力をはぐくむ食育推進事業 
16 安全・安心学校保健事業 

【おおいた子ども・子育て応援プランの基本施策】
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【おおいた子ども・子育て応援プランの基本施策】

親の規範意識を育てること、親を変えること 1 市町村学力向上戦略支援事業 8 「大人が変われば子どもも変わる」県民運動推進事業 ５　子どもの生きる力をはぐくむ教育環境づくり
独身者の出会いの場の提供を 2 授業力向上支援事業 9 家庭・地域教育力パワーアップ事業 (1)次代の親づくり --Q
社会に出る前に学校で働く意味、賃金、休暇などの基本的知識を 3 小中学校産学連携キャリア教育連携事業 10 離職者等能力開発促進事業 (2)子どもの生きる力をはぐくむ学校づくり   --R
子どもが「集う」場をつくりコミュニケーション能力の向上を 4 小１プロブレム対策推進事業 11 高校生ドリームサポート事業 (3)家庭や地域の教育力の向上  --S
どこの学校でも同じように家庭科が学べる環境づくりを 5 高校生就職支援事業 12 おおいた「親学のすすめ」推進事業 
小学校を核として地域をまとめる求心力を 6 体力向上支援事業 13 県立学校施設整備事業 
保護者や地域の人が参加したくなる魅力ある学校づくりを 7 地域スポーツ人材活用実践事業 14 学校評価システム実践研究事業 
個々の教職員の力量を把握して指導力のレベルアップを 15 小・中学校学力向上対策事業 
ライフスタイルの見直しは学校教育及び新入社員教育の中で対応を 16 心つながる学校づくり推進事業 
幼稚園教育の役割が大きいが、まず親支援を 17 教職員評価システム充実事業 

18 学校評議員設置事業 
19 「協育」ネットワーク構築推進事業 
20 文化活動推進事業 
21 チャレンジ体力パワーアップ事業 

父親の子育て参加が企業の人材育成につながることの理解を 1 企業等子育て支援促進事業 5 女性のチャレンジ支援事業 ６　子育ても仕事もしやすい環境づくり
保護者が子育てについて学べる機会を職場に確保する 2 緊急雇用女性の就業支援事業 6 ジョブカフェおおいた推進事業 (1)働き方の見直し    --T
休暇をとりやすく、PTAに参加しやすい職場づくり 3 おおいた県内就職大作戦推進事業 7 女性の再就職チャレンジ支援事業 (2)若者の雇用の確保 --U
有給休暇を活用した「大分版パパ・クオータ」を、まずは大分県職員から 4 新規就農テストファーム推進事業 8 企業立地促進事業 
出産・育児に離職しないですむ制度の構築が緊急の課題 9 民間企業協働型子育て支援事業
ワーク・ライフ・バランスの推進には職場、管理職の意識改革が必要 10 ものづくり育成推進事業 
病児保育提供の前に親が休暇を取れる状況をつくるべき 11 農業担い手確保・育成緊急対策事業 
有給休暇の取得率100%を目指せないか 12 林業後継者育成対策事業 
基盤は子育て家庭の働く場の確保、家庭の安定を 13 漁業担い手確保育成活用事業 

校区や、就学・未就学を問わず子どもを見守る体制と意識を 1 県民と築く安全・安心まちづくり協働事業 2 路線バスユニバーサルデザイン化推進事業 ７　子どもにとって安心・安全なまちづくり
3 ユニバーサルデザイン実践モデル事業 (1)子育てしやすい住環境づくり --V
4 青尐年のための２１世紀型消費者育成事業 (2)安心して外出できる環境づくり   --W
5 共生のまち整備事業 (3)子どもの安全を守るまちづくり  --X
6 交通安全事業 
7 地域特別分譲住宅供給助成事業 
8 地域防犯力強化育成事業 
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