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子ども・若者一人ひとりが、私たちの地域・社会の宝です。
全ての子どもとその家族を支援するため、4つの基本方針
のもと施策に取り組みます。

方針Ⅰ 子ども・若者が「自分らしく生きる土台」をつくる

方針Ⅱ 大人（家族）を支える

方針Ⅲ 困難な状況を把握し子ども・若者やその家族を支える

子どもの発育・発達に応じて必要な医療・保健サービスを受け
られるように体制を整備します。

社会全体が子育てに幸せを感じ、希望する人が家族を持てる
よう、結婚支援や安心して妊娠・出産できる体制整備に取り
組みます。

子どもを児童虐待や犯罪から守るため、児童虐待などの早期
発見、早期対応などに取り組みます。

●

●

●

●

●

●

自立に向けた礎を育めるよう、質の高い幼児教育・保育の提
供などに取り組みます。

子育ての不安や負担を軽減できるよう、経済的支援とあわせ
て相談・交流の場の整備に取り組みます。

貧困の連鎖を解消するため、子どもの生活・学習支援や保護
者への経済的支援に取り組みます。

方針Ⅳ 社会全体で子ども・若者の育ちや自立を支える
● 地域の人々の力が、子ども・若者の支援に結びつくよう、人材
の発掘・養成や地域のネットワークづくりを進めます。



令和2年度重点事業

家族をつくる希望をかなえる

子どもが安心できる居場所をつくる

安心して子育てできる環境をつくる

青少年の健やかな成長を支える

女性と子どもの健康を支援する

ひとり親の自立を支え応援する

児童虐待から子どもを守る
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● 総合的な少子化対策推進 ／ 5,124万円

● 保育人材確保強化 ／ 5,986万円

● 児童虐待防止総合対策 ／ 9,044万円

事業名／予算額

● 私立高等学校授業料等支援補助 ／ 2億2,896万円

● 子ども・子育て支援事業費 ／ 153億2,849万円

● 第3子以降3歳未満児保育料免除 ／ 3億3,665万円

● 子どもの死因究明体制整備モデル事業 ／ 1,000万円

就学支援金の世帯収入で区分される授業料等の支援の差を緩和します。

保育所等や放課後児童クラブの運営費等を支援します。

市町村と連携し、第3子以降の3歳未満児の保育料を無料化します。

・保育士キャリアアップ研修や再就職希望者等研修を実施します。
・保育施設の離職者を対象とした再就職準備金貸付事業を開始します。

・児童虐待防止条例や医師向けの虐待早期発見マニュアルをつくります。
・子どもシェルターの活用や子どもの権利擁護を推進します。

子どもの死亡事例を調査し、子どもの死亡を減らす予防策を検討します。

・結婚・子育てのイメージアップと県民の家族づくりを応援します。
・群馬の優れた子育て環境を動画や体験ツアーで全国にＰＲします。

● 私立高等学校等就学支援金 ／ 29億6,070万円
私立高等学校等の生徒に一定額を助成し、授業料等の軽減を図ります。
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家族をつくる希望をかなえる

予算額 ５，７４１万円

全国的に出生数が減り続けています。

多様な考え方を尊重しつつ、結婚・子育てに
対し前向きな意識を持てるよう、ライフデザイン
支援の強化や子育て環境の発信などに取り組
み、「家族を持つ幸せを感じられる群馬県」を
目指します。

●
●

万人

年

群馬県の出生数の推移

５４，６０５人

１２，９２２人

担当 生活こども課少子化対策係 ☎ 027-226-2392

-２-

厚生労働省 人口動態統計



施策１ 結婚・子育て支援

結婚予定の男女や新婚夫婦に「ぐんま結婚
応援パスポート」、妊婦から18歳までの子ども
のいる家庭に「ぐんまちょい得キッズパスポート」
を配布し、協賛企業・店舗のご協力でちょっと
お得なサービスを提供します。

●

「ぐんま赤い糸プロジェクト」や「ぐんま縁結びネ
ットワーク」で、独身者の出会いの機会を提供
します。
ポータルサイト「ぐんまスマイルライフ」では、結
婚・子育てのお役立ち情報を発信し、ワンス
トップでお答えします。

●

●

ぐんまスマイルライフはこちらから→
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施策２ ライフデザイン支援

● 将来に希望を持って積極的に人生を送ること
ができるよう、早いうちから自らのライフプランを
考えることは重要です。

大学生を対象に、「就活」を切り口に、結婚
や子育てを含めた人生設計について学ぶ講
座を開催します。

大学生自身が同世代に刺さる企画を考え、
結婚や子育てのイメージアップを図ります。

民間団体による創意あふれるライフデザイン
支援の取組を支援します。

●

●

●

少子化対策を検討する若者ワークショップの様子

-４-



子育て満足度関東一※！物価が安い！など子
育てに関する群馬県の魅力を紹介する「しあわ
せぐんま」を県庁２F県民センターで配布中。
県庁動画・放送スタジオからも発信します。

施策３ 子育て環境の魅力発信

●

「子育て＠ぐんま」移住体験ツアーで、県内保
育所などを見学するほか、先輩移住者との交
流により「ぐんまで子育て」をプレ体験！首都圏
から子育て家庭を呼び込みます。

●

※H29年 ミキハウス 調べ

昨年の「子育て＠ぐんま」移住体験ツアーの様子
-５-



子どもや家庭を取り巻く環境は複雑・多様
化しています。子どもが安心して過ごせる
地域の居場所づくりに取り組む市町村や
関係団体を支援します。

●

子ども食堂や遊び場で過ごす子ども達

予算額 １６億３，６２９万円

子どもの居場所の支援者等を対象とした研修の様子

子どもが安心できる居場所をつくる

担当 私学・子育て支援課子育て支援係 ☎027-226-2622

-6-



子ども食堂や無料学習塾の立ち上げに必要
な経費の補助のほか、子どもの居場所と企
業等の支援団体をマッチングします。

●

●

無料学習塾の様子

私学・子育て支援課

卸小売業者食品製造業者 農家・一般家庭

フードバンク

食材、物品人材、体験

地域コーディネーター
子ども食堂 学習支援

情報交換会
マッチング
イベント

学習支援会場設置状況（12か所）

施策１ 子どもの居場所の充実

ニーズ調査

訪問・調整

調整 調整

生活困窮世帯等の主に中学生を対象に
居場所の提供と学習支援を実施します。

-7-



子ども達が放課後を安全安心に過ごせるよう
市町村が実施する放課後児童クラブの施設
整備や運営を支援するとともに、放課後児童
クラブで働く支援員の質の向上を図るための各
種研修を実施します。

●

整備した放課後児童クラブ 放課後児童クラブの様子

支援員を対象とした研修の様子

施策２ 放課後児童クラブの充実

-8-



予算額 １７８億８,７１０万円

子ども・子育て支援新制度は、すべての子ど
もや子育て家庭を対象とし、一人ひとりの子
どもの健やかな育ちを保障するため、地域社
会全体で子育てを支援する仕組みです。

●

●県と市町村が協力して地域の子育てを支え、
安心して子どもを育てられる環境の整備に
取り組みます。

安心して子育てできる環境をつくる

担当 私学・子育て支援課私学振興係 ☎027-226-2143

子育て支援係 ☎027-226-2622

保育係 ☎027-226-2626

-9-



利用者支援、子育て支援センター、一時預か
りやファミリー・サポート・センター（ファミサポ）等を
国や市町村と協力して支援します。

●

子育て支援センターや相談窓口に従事する
人を対象とした研修を行い、人材育成に努め
ます。

●

ファミサポによる預かりの様子

人材育成研修の様子

施策１ 地域子ども・子育て支援事業

-10-



改築した認定こども園

施策２ 幼児教育・保育施設の充実

民間の保育所、認定こども園の施設整備を
支援し、子どもが安心して過ごせる環境をつく
ります。

保育所、認定こども園、幼稚園等の運営経費
の一部を県が負担し、安定した教育・保育を
提供します。

●

園で過ごす子ども達の様子

●

-11-
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全入所人数 ０～２歳入所割合

施策３ 幼児教育・保育の充実

１歳児クラスの保育士等を手厚く配置するなど
保育の充実を支援します。

●

群馬県待機児童調査 各年４月１日時点
施設利用児童数の推移と低年齢（0～２歳）児の割合
人

低年齢児クラスの保育の様子

低年齢児の入所が増えて
いることから、保育の充実
に一層取り組みます。

子育ての経済的負担を軽減するため、幼児
教育・保育の無償化や多子世帯の３歳未満
児の保育料軽減に取り組みます。

●

-12-
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保育士や保育教諭等に対する研修を実施
し、幼児教育・保育の質の向上に努めます。

就職説明会の開催や、高校生向け幼児教
育・保育の魅力体験バスツアー、修学資金貸
付、潜在保育士等の復職支援を行い、人材
確保に取り組みます。

●

●

幼保認こ合同就職説明会

幼児教育・保育の魅力体験バスツアー

●幼保認こ合同就職説明会
日時：令和２年７月５日(日)
会場：Ｇメッセ群馬

●幼児教育・保育の魅力体験バスツアー
７月下旬から８月にかけ４コースを予定

施策４ 幼児教育・保育人材の確保

令和２年度における各イベントの予定

-13-



青少年の健やかな成長を支える

予算額 ３，０１１万円

青少年を取り巻く環境は一人ひとり異なり、
その状況は様々です。

生まれた環境やそれぞれの成長過程で生じ
た困難を青少年が抱え込まないよう、県では
青少年を地域全体で見守り、社会の一員と
して自立していけるように支援します。

●

●

担当 児童福祉・青少年課青少年育成係 ☎027-226-2393

-14-



●社会生活における困難を抱える子ども・若者
が一歩前へ進むには、いろいろな行政機関が
連携して支援することが重要です。

高校中退者や中学卒業後進路未決定者を
対象に、家庭訪問などによる「寄り添い型」の
支援を行います。支援は専門知識・技術を持
つＮＰＯ法人に委託して実施します。

●

①支援に関する
同意書の送付

②支援情報の提供
相談支援

県子ども・若者支援協議会

-15-

施策１ 子ども・若者の自立

進む道は必ず見つかる！一歩を踏み出そう！
高校中退者等寄り添い支援の仕組み

③訪問支援員による
寄り添い型支援
高校卒業や就労など
将来に向けた

マンツーマンの専門支援

自分の進む道が分からない

子どもの進路に関する
相談先が分からない 訪問支援員



施策２ インターネットの安全・安心利用

●

青少年がインター
ネットを利用した
犯罪の被害者・
加害者になる例
も増えています。

青少年のインターネットの安全・安心利用を推
進するため、セーフネット標語「おぜのかみさま」
を広める県民運動に取り組んでいます。

青少年育成推
進員や市町村、
警察などと協力し
て進めています。

家庭でインターネ
ットの使い方を話
し合い、親子が
納得できるルール
をつくりましょう。

-16-



予算額 ２億６，４１６万円

市町村の母子保健事業への支援や研修会
を通じた関係者の知識等の向上を図ります。

女性は、妊娠・出産など特有の心
身の悩みを多く抱えます。気軽に
相談できる体制の整備や経済的
支援に取り組むことで、生涯を通じ
た女性の健康を支えます。

市町村への技術支援により、子育て世代包
括支援センターの設置及び妊娠･出産包括
支援事業を推進します。

●

●

女性と子どもの健康を支援する

担当 児童福祉・青少年課母子保健係 ☎ 027-226-2606

♥ 予防的支援

♥ 切れ目のない支援
♥ 寄り添う支援

支援のキーワード



施策１ 母子保健対策

● 新生児聴覚検査、先天性代謝異常等検査

医療機関等で実施し、病気の早期発見対応を
行います。

● 乳幼児健康診査体制の充実

発達障害児の早期発見と支援のためのマニュア
ル作成や研修会の開催、３歳児健診における弱
視の早期発見や検尿システムの円滑な実施を推
進します。

● 思春期保健対策
「生命を育む講座」を県内小・中・高等学校、
特別支援学校で開催します。

２歳児健康診査マニュアル作成の様子 中学生に対する生命を育む講座の様子



● ぐんま妊娠（にんしん）SOS

● 群馬県妊産婦支援事業

● このほか、不妊・不育専門相談センター事業
や特定不妊治療費助成制度を実施します。

妊産婦支援連絡票を活用し、医療機関と市町
村等が連携を図り、家庭環境等に問題を抱える
妊産婦を早期に継続的に支援します。

あなたの困ったに寄り添います
生理が遅れている・・・・
避妊に失敗した・・・・
妊娠しているがまだ医療機関
にいっていない・・・・
だれにも相談できない・・・・

電話相談 0276-37-5660 毎週 火・土 19～22時 年末年始、休祝日除く
ﾒーﾙ相談 gunma-ninshin-sos.com 24時間受付 週2回返信（原則）

施策２ 女性の健康支援

妊娠期から母子を守るため、夜間の電話相談や
メール相談を行います。必要に応じ、助産師が面
接したり、医療機関に同行します。



予算額 ９億５，４２９万円

ひとり親家庭では、複数の困難な事情を抱え
ている家庭も多く、それぞれの家庭に寄り添っ
た支援が求められています。

ひとり親が仕事と子育てを両立しながら、経済
的に自立し、児童が心身共に健やかに成長
できるよう、関係機関と連携しながら総合的な
支援を推進します。

●

●

26.2

32.6

49.6

36.9

26.0 

40.0 

40.2 

58.3 
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仕事と家事育児の両立

経済的困窮

自分が病気になった時の子どもの面倒

子どもの学習、教育や進路

母子世帯 父子世帯

ひとり親の自立を支え応援する

担当 児童福祉・青少年課ひとり親家庭支援係 ☎027-226-2624

H28年度群馬県ひとり親世帯等調査
●現在ある不安や悩み・心配事 (複数回答上位 単位：％)



● 児童扶養手当

● 母子父子寡婦福祉資金貸付金

保健福祉事務所の母子・父子自立支援員が、
12種類の資金貸付をはじめとした相談に応じ
自立を支援します。

ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童
の健全育成を図るため手当を支給します。

（修学資金、技能習得資金など特別会計 2億1,905万円）

（例：児童１人 全部支給の場合 43,160円／月）
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施策１ 経済的支援

H28年度群馬県ひとり親世帯等調査
●年間世帯収入 ■母子世帯 ■父子世帯 (単位：％)



就業相談や求人情報の提供のほか、就業支援
講習会を開催します。
また、養育費等に関する電話相談や弁護士によ
る無料相談会により、悩み事の解消を図ります。

● 母子家庭等就業・自立支援センター事業

● 自立支援教育訓練給付金等

就業支援パソコン講習会の様子

資格取得を目指して教育訓練講座等を受講す
る場合の費用の一部を補助します。
また、養成機関で修業する場合に、給付金を支
給し、生活の負担軽減を図ります。

施策２ 就業支援



仕事や病気などで一時的に支援が必要な場合に
援助者を紹介するファミリー・サポート・センターの利
用料の一部を補助し、子育てを支援します。

● ひとり親家庭子育て支援事業

● ひとり親家庭無料学習支援事業

ひとり親家庭無料学習支援事業の様子

学習の習慣を身につけ、意欲の向上を図るため、
小学生を対象とした無料学習支援を行います。ま
た、親御さん同士の交流の機会をつくることで、孤
立を防止し、自立を促進します。

施策３ 子育て支援



予算額 ７，１１９万円

●子どもの健全な育成と虐待のない社会を作
るため、相談体制や子育て支援を充実させる
など、児童虐待防止の取組を進めます。

●県内２か所目の一時保護所を開設し、早期
の児童の安全確保を行うとともに、一時保護
環境の充実を図ります。

児童虐待から子どもを守る

担当 児童福祉・青少年課家庭福祉係 ☎ 027-226-2628
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県内２か所目となる一時保護所を併設した新たな東部児童相談所
（令和２年３月開所）



●２４時間・３６５日体制の電話相談「こどもホッ
トライン24」により、子育ての不安や児童虐
待などの相談に対応します。

●電子メールによる相談に加え、「LINEによる
相談」にも対応します。
お友達登録のあと相談できます。
（相談時間：平日９時～１７時）

お友だち登録はこちら

施策１ 児童相談体制の充実

●子どもの意見表明権を守るため、児童相談
所や児童養護施設の職員等に対しアドボケ
イト（代弁者）研修を実施します。

-25-



●県独自の「ほめて育てる子育て講座（ほめト
レ）」についてトレーナー養成や多くの方にご
覧いただける動画の配信等を通じて全県的
普及を図ります。

●家庭での養育が困難な子ども達が家庭と同
様の環境で養育されるよう里親委託を推進
します。

動画は県ホームページ等でご覧いただけます

施策２ 子育て支援と児童養護の推進

-26-

●児童養護施設の家庭支援専門相談員を増
員するとともに、弁護士が関わる子どもシェル
ターを活用し子どもを守る取組を強化します。


