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○ 本県では、「やまがた子育て応援プラン（平成２７年度～３１年度）」（以下、「現計画」）に基づき、少子化対策、子育て支
援等を総合的に展開してきた。

○ 現計画が平成３１年度に終了することから、平成３２年度以降の少子化対策、子育て支援等の施策に関する次期プラ
ンを策定する必要がある。

○ 次期計画の策定にあたっては、現計画の課題や結婚・妊娠・出産・子育てを取り巻く環境の変化などを踏まえ、結婚支
援の更なる強化、若者の定着をはじめ、妊娠、出産、子育てまでの切れ目のない支援と地域のつながりなどの「山形らし
さ」を活かした支援を盛り込んだ計画とすることが求められる。

１．基本的な考え方

【現計画のテーマ】 一人ひとりの希望が叶い、みんなで支え合う「子育てするなら山形県」の実現に向けて
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若者

地域の祖父母世代による子育て支援・世代間交流

ライフデザインセミナーによ

る結婚観・家庭観の醸成

企業、県民、行政が一体となって取り組むワーク・ライフ・バランスの推進、女性活躍の推進

妊娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援
○子育て世代包括支援センターにおける切れ目のない支援
○関係機関の連携による児童虐待発生予防から自立支援までの支援

不妊治療支援

郷土愛を育む教育・学習・活動

雇用の創出
維持・確保

若者の地域活動支援

周産期医療体制の充実 小児医療等の充実

ライフステージに応じた施策の展開【現計画】
子育て期

乳児期 幼児期 小学校・中学校・高校
出産妊娠期妊娠前結婚

県民総ぐるみの運動「山形みんなで子育て応援団」「地域みんなで子育て応援団」による子どもや子育て家庭への応援活動

○多様なニーズに応じた保育サービスの提供
・保育所、幼稚園、認定こども園、保育ママ、
ファミリー・サポート・センター、一時預かり、
病児・病後児保育、延長保育・放課後児童クラブ

子育て家庭への経済的支援
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○ 「やまがた子育て応援プラン」は次の３つの法令等に基づき策定する計画

① 山形県子育て基本条例（平成22年3月県条例第４号）に基づき、第３次山形県総合発展計画(※1)を上位計画として、
「子育て支援・少子化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため」に策定する計画

② 次世代育成支援対策推進法(※2)（平成15年法律第120号）に基づく山形県の行動計画

③ 子ども・子育て支援法(※3)（平成24年法律第65号）に基づく山形県の子ども・子育て支援事業支援計画

２．やまがた子育て応援プランの位置づけ

○ 山形県子ども・若者ビジョン

子ども・若者育成支援推進法に基づく都道府県子ども・若

者計画及び山形県青少年健全育成条例に規定する青少年

の健全な育成に関する基本計画

○ 山形県男女共同参画計画・女性活躍推進計画

男女共同参画社会基本法、山形県男女参画推進条例に

基づく男女共同参画と女性の職業生活における活躍を推進

する指針

○ 山形県子どもの貧困対策推進計画

子どもの貧困対策の推進に関する法律に県計画

○ 山形県ひとり親家庭自立支援計画

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭等及び

寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画

○ 第６次山形県教育振興計画

本県教育の目指す姿と、中長期的に総合的かつ計画的に

取り組むべき施策の方向性と具体的な取組みをまとめたも

の。教育基本法に基づく「地方公共団体における教育振興

基本計画」として位置付け

○ 山形県子育て基本条例（平成22年３月県条例第４号）に基づ
く、 「子育て支援・少子化対策の総合的かつ計画的な推進を図
るため」に策定する計画

○ 次世代育成支援対策推進法（※2）に基づく県の行動計画

○ 子ども・子育て支援法に基づく県の子ども・子育て支援事業
支援計画 （※3）

第３次山形県総合発展計画（平成23年度～32年度） ～県づくりの基本指針～

やまがた子育て応援プラン（平成32年度～36年度） 関連計画

※1 第３次山形県総合発展計画
県づくりの指針となる本件の総合計画。平成22年３月策定。

※2 次世代育成支援対策推進法
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境
の整備を図るために平成15年７月に制定された法律。国による行動
計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画の策
定等の次世代育成支援対策を推進するための措置を講ずるもの。

※3 子ども・子育て支援法
すべての子どもに良質な成育環境を保障する等のため、子ども及び
子育ての支援のための給付の創設並びにこれに必要な財源に関す
る包括的かつ一元的な制度の構築等の措置を講ずるもの。

少子化・子育て分野における計画 各分野における計画

互
い
に
連
携

１．次期やまがた子育て応援プラン（平成32年度～36年度）の策定について



「山形県子育て基本条例」、「次世代育成支援対策推進法」、「子ども・子育て支援法」の目的・基本理念を踏まえ、
記載内容を検討していく。

論点１：次期プランの「目指す社会」について、どのような内容とするのか。
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１．これまでのプランが掲げる「目指す社会」

①結婚や子育てへの一人ひとりの希望が叶い、安心して子どもを生み育てることができる社会

②県民や地域、企業等の参加により世代を越えてみんなで子育てを支え合う社会

③子どもが郷土に愛着や誇りを持ち、自然や文化と関わりながら、将来の夢を描いて活き活きと暮らすことができる
社会

やまがた子育て応援プラン（Ｈ27～Ｈ31）

①子どもがひとりの人間として尊重され、夢と希望を持って成長できる社会

②子どもを生み、育てたいと思うすべての人が愛情と喜びを持って、安心して出産・子育てができる社会

③子どもは「未来への希望」、「社会の宝」という思いを共有し、県民総ぐるみとなって、子育て、子どもの育ちを応援
する社会

やまがた子育て応援プラン（Ｈ22～Ｈ26）【後期計画】

①男女ともに仕事と家庭生活の調和がとれ、子どもを健やかに産み育てられる社会

②子どもがのびのびと成長し、豊かな人間を育み、次代の山形県の担い手として活躍する社会

③地域全体で子ども子育て家庭を温かく見守り、世代を超えて交流し、お互いに支え合う社会

やまがた子育て愛プラン（Ｈ17～Ｈ21）【前期計画】



計画名 目指す社会（姿） 成果指標

北海道
北の大地☆子ども未
来づくり北海道計画

(H27～H31）

・結婚や出産を望む人々が、希望する時期に結婚や出産の希望がかなえら
れる環境づくり

・子育て世帯の負担を軽減し、住み慣れた地域で安心して子育てができる
環境づくり

・子どもたちの健やかな成長を地域全体で見守り、その安全・安心をしっか
りと保障できる環境づくり

・結婚セミナーの開催数
・次世代教育のための出前講座

実施数
・待機児童数
・家庭的養護の推進

青森県
のびのびあおもり子
育てプラン

(H27～H31）

・あたたかい家庭、ふれあいのある地域の中で、子どもが心豊かに健やかに
育つ青森県

・社会全体で子育てを支え合い、安心して子どもを産み育てられる青森県
・県民一人ひとりがお互いを大切にし、男女が共に子育てを楽しめる青森県
※前期計画と同様

・施策ごとに指標設定

岩手県
いわて子どもプラン

(H27～H31）

・男女がともに家庭や子育てに希望を持ち、次代を担う子どもたちが健やかに
育つ環境づくり

・合計特殊出生率
・放課後児童クラブの設置数
・「いわて子育て応援の店」協賛

店舗数

秋田県
すこやかあきた夢っ
子プラン(H27～H31）

・子ども・子育て支援新制度の本格実施や、地域が一体となって進める様々
な取組みを通じ、誰もが安心して家庭を築き、子どもを産み育てたいとの希
望が叶えられ、すべての子どもが健やかに成長できる社会の実現

・待機児童数、婚姻数など、施
策ごとに指標を設定

宮城県
みやぎ子ども・子育て
幸福計画(H27～H31）

・子どもたちが、健やかに育ち、豊かな人間性を形成できること
・子どもを権利の主体として位置づけ、その個性や人格を尊重しながら、子ど

も自身が自分の適性や能力を十分に発揮し、自己実現ができる体制作り
・安心して子どもを産み育てることができる社会の実現
・学校、家庭及び市町村・警察などとの連携により、地域全体で子どもを見守

る環境づくり

・合計特殊出生率
・保育所待機児童数

福島県
ふくしま新生子ども夢
プラン(H27～H31）

○子どもと家庭にやさしい社会づくり
・安心して子どもを生み育てやすい新生ふくしま
・子ども一人一人が尊重され、笑顔が輝く地域
・日本一元気でたくましい子どもの育ちの実現

・施策ごとに指標設定

新潟県
新潟県子ども・子育て
プラン（H22～H32）

・施策の展開のみ規定 ・「子育て環境が整備されてい
る」と感じる県民の割合

参考：他県の子育て応援プラン策定に係る目標設定の状況
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論点１：次期プランの「目指す社会」について、どのような内容とするのか。
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２．検討の視点

第１条（目的） （前略）次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やか
に生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

第２条（定義） この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、または育成しよ
うとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若
しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。

第３条（基本理念） 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有すると
いう基本的認識の下に、家庭そのほかの場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴
う喜びが実感されるよう配慮して行わなければならない。

次世代育成支援対策推進法（最終改正：平成２６年４月２３日法律第２８号）

第１条（目的） この条例は、（中略）県、市町村、県民、事業者その他子育ての支援に関する取組を行う者総ぐるみ
で子育て支援・少子化対策を推進し、もって県民が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与す
ることを目的とする。

第３条（基本理念） 子育て支援・少子化対策は、次に掲げる事項を旨として、行わなければならない。
（1） 子どもの権利を尊重し、その最善の利益を考慮すること。
（2） 父母その他の保護者が、子育てについて第一義的責任を有するものであること。
（3） 県、市町村、県民、事業者その他子育ての支援に関する取組を行う者が適切な役割分担の下に連携し、協力

すること。
（4） 結婚、出産及び子育てに関する個人の意思を尊重すること。

山形県子育て基本条例（平成２２年３月県条例第４号）

○ 次代を担う子どもたちを育成する価値を社会全体で共有し、家庭、企業、地域などがそれぞれの立場で、出会い・
結婚・出産・子育ての支援の一翼を担う。

○ 豊かな心と健やかな体、確かな学力を基盤として、急激に変化する社会において主体的に行動し自立できる力と、
地域への愛着を育み、未来の山形を支える人材を育成する。

○ 若者や女性が、将来に夢や希望を持ちながら、いきいきと活躍できる社会の実現に向けた取組みを推進する。

第３次山形県総合発展計画短期アクションプラン （平成２９年３月）



論点１：次期プランの「目指す社会」について、どのような内容とするのか。
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２．検討の視点

第１条（目的）

（前略）この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童
福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援
給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長す
ることができる社会の実現に寄与することを目的とする。

子ども・子育て支援法に基づく基本指針

○ 子ども・子育て支援については、この法の目的を達成するため、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目
指すとの考えを基本に、子どもの視点に立ち、子どもの生存と発達が保障されるよう、良質かつ適切な内容及び
水準のものとすることが必要である。

○ また、法は、障害、疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会的な支援の必要性が高い子どもや
その家族も含め、すべての子どもや子育て家庭を対象とするものである。このことを踏まえ、全ての子どもに対し、
身近な地域において、法に基づく給付その他の支援を可能な限り講じるとともに、関連する諸制度との連携を図
り、必要な場合には、これらの子どもに対する適切な保護及び援助の措置を講じることにより、一人一人の子ども
の健やかな育ちを等しく保障することを目指す必要がある。

○ 子どもは、社会の希望であり、未来をつくる力である。子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、一人一
人の子どもや保護者の幸せにつながることはもとより、将来の我が国の担い手の育成の基礎をなす重要な未来
への投資であり、社会全体で取り組むべき最重要課題の一つである。

○ 行政が、子ども・子育て支援を質・量ともに充実させるとともに、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆ
る分野におけるすべての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、各々が協同し、そ
れぞれの役割を果たすことが必要である。そうした取組を通じ、家庭を築き、子どもを産み育てるという人々の希
望がかなえられるとともに、全ての子どもが健やかに成長できる社会を実現していかなければならない。

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）



やまがた子育て応援プラン（平成27年度～31年度）

目指す社会

子どもが郷土に愛着や誇りを持ち、自然や文化と関わりながら、将来の夢を
描いて活き活きと暮らすことができる社会

県民や地域、企業等の参加により世代を越えてみんなで子育てを支え合う社
会

結婚や子育てへの一人ひとりの希望が叶い、安心して子どもを生み育てるこ
とができる社会

(1) 出会いから結婚までの継続的かつ総合的な支援

(2) 結婚観・家庭観の醸成のための将来を見据えたライフデザイン形成支援

(1) 安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり

(2) 地域における子育て支援の充実

(3) 子育て家庭が安心・安全に生活できる環境づくり

(4) 子育て家庭等に対する経済的支援の充実

(5) ひとり親家庭への支援

(6) 保護や支援を要する子どもの養育環境の整備

(7) 学校・地域・家庭の連携による教育の展開

２ 子育て支援の充実・強化

現プランにおける施策展開

(1) 両立を支援する保育サービス等の充実

(2) 企業等におけるワーク・ライフ・バランスの取組強化

(3) 男性の育児・家事参画の促進

(4) 女性の活躍促進

(5) 政策・方針決定過程への女性の参画促進

３ 仕事と家庭の両⽴支援の推進

１ 結婚支援の充実・強化

(1) 若者の意欲の醸成

(2) 若者の生活基盤（雇用）の確保

(3) 若者の地域への愛着や誇りの涵養

(4) ＵＪＩターンによる若者の県内移住促進

４ 若者が活躍できる環境づくりの推進

やまがた子育て応援プラン（平成32年度～36年度）（案）

目指す社会

次期プランにおける施策展開

改善の視点

今後、検討

論点２：次期プランの施策体系について、どのような内容とするのか。

「国の動向」や「現計画の課題」を踏まえ、施策体系を検討していく必要がある。

今後、施策の柱建てを含めて検討

「国の動向」
や「現計画の
課題」を踏ま
え検討
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