
 

 

（１）目指す社会                            

これまでの評価、現状分析を踏まえ、この計画が目指す社会を次の３つとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ７  計画の基本的な考え方 

【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 
 

○ 結婚や子育ての希望を持つすべての人たちの希望が叶い、安心して子どもを生

み育てることができる社会を目指します。 
 

【視点】 ・未婚化・晩婚化への対応 

・希望する子どもの数の実現 

・子育ての安心感と経済的安定 

【目指す社会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 
 

○ 家族や地域の支え合う文化・特性を積極的に活かした切れ目のない支援や、企

業の参画による働き方の見直しなどにより、仕事と家庭生活の両立ができる社会

を目指します。 
 

【視点】 ・家族や地域の支え合い 

・企業との協働による働き方の見直し 

【目指す社会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 

 

○ 次代を担う子どもたちが緑あふれる豊かな自然の中で、地域に受け継がれてき

た伝統や文化に触れながら、心身ともに健やかに成長し、将来の夢や希望を持っ

て暮らすことができる社会を目指します。 
 

【視点】 ・地域に愛着や誇りを持つ子どもの育成 

・若者の県内定着 
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（２）基本的視点                            

この計画を推進するための基本的視点は次の２つとします。 

  〇 結婚、妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援 

〇「山形らしさ」を活かした社会全体による支え合いの推進 
 

（３）施策の構成                            

  この計画は、目指す社会の実現のため、４つの基本の柱を設定し、その下には子育て支援・少子

化対策の方向性（推進方策）を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

(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 

 

 

 

(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 

 

 

 

(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 

 

１ 結婚支援の充実・強化 

４ 若者が活躍できる環境づくりの推進 

３ 仕事と家庭の両立支援の推進 

２ 子育て支援の充実・強化 

施策の体系 
 

太字ゴシック：重点的に取り組む施策 
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【事業展開】 【事業項目】

企業との連携による結婚支援活動の展開

Ｕターン・Ｉターンを希望する若者の婚活支援

② 結婚応援の気運醸成 結婚を社会全体で応援する気運づくりの推進

「やまがた縁結びたい」による仲人活動の推進

【基本の柱１】　結婚支援の充実・強化【基本の柱１】　結婚支援の充実・強化【基本の柱１】　結婚支援の充実・強化【基本の柱１】　結婚支援の充実・強化

① 出会いの提供・結婚支援の充実・強化 オール山形による新たな結婚支援の仕組みづくり

県外女性をターゲットとした婚活の推進

むらやま広域婚活実行委員会のサポート

「やまがた子育て応援プラン（Ｈ２７～３１）」の施策体系「やまがた子育て応援プラン（Ｈ２７～３１）」の施策体系「やまがた子育て応援プラン（Ｈ２７～３１）」の施策体系「やまがた子育て応援プラン（Ｈ２７～３１）」の施策体系

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（１１１１）））） 出会出会出会出会いからいからいからいから結婚結婚結婚結婚までのまでのまでのまでの継続的継続的継続的継続的かつかつかつかつ総合的総合的総合的総合的なななな支援支援支援支援【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】

【事業展開】 【事業項目】

結婚・子育て・共働き・三世代同居などについてのポジティ

ブキャンペーンの展開

高校生や大学生等を対象としたライフデザイン形成機会の提

供

① 次代の親としての意識の醸成

結婚観・家庭観の醸成のための子育て支援団体による主体的

な取組みへの支援

小・中・高校生等が乳幼児や子育て中の親とふれあう機会の

充実

③ 先導的な取組みの県全体への普及 県庁における先導的な取組みの推進

地域が協働して取り組む婚活イベントの支援の充実

出会いの場づくりなど結婚活動を応援する取組みへの助言・

情報提供の充実

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（２２２２））））

結婚観結婚観結婚観結婚観・・・・家庭観家庭観家庭観家庭観のののの醸成醸成醸成醸成のためののためののためののための将来将来将来将来をををを見据見据見据見据えたライフデザインえたライフデザインえたライフデザインえたライフデザイン形成支援形成支援形成支援形成支援【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】
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【事業展開】 【事業項目】

小児救急医療を含めた総合的な小児医療体制の充実強化

【基本の柱２】　子育て支援の充実・強化【基本の柱２】　子育て支援の充実・強化【基本の柱２】　子育て支援の充実・強化【基本の柱２】　子育て支援の充実・強化

④ 子どもや子育てに関する情報提供の推進

妊娠・出産・子育てに関する各種媒体を活用したきめ細かな情報

提供の強化

⑤ 子育て等に関する相談機能の充実

妊娠期から子どもの成長段階に応じた相談への対応や専門・関係

機関との連携による支援体制の充実

妊娠・出産・子育てなどに関する相談支援窓口に関する周知啓発

の強化

不妊治療に対する支援の充実と受診しやすい環境づくり

② 周産期医療体制の充実 周産期医療提供体制の機能強化

妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援

① 妊娠・出産・子育てに係る支援体制の充実 妊娠・出産や不妊治療に関する正しい知識の普及啓発

ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の在宅療養支援

③ 小児医療等の充実 医療従事者の確保

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（１１１１）））） 安心安心安心安心してしてしてして妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産出産出産出産・・・・子育子育子育子育てができるてができるてができるてができる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】

【事業展開】 【事業項目】

小児救急電話相談体制等の充実

学校における地域と連携したいじめ防止の推進など、社会全体で

子どもをいじめから守る県民運動の推進

見守り隊などの子どもの安全・安心確保に向けた地域住民の積極

的なボランティア活動の促進

子育て中の親子が集う居場所づくりの推進

不妊に関する正しい理解の促進と相談体制の整備

① 社会全体で子どもを育てる気運の醸成

県内４地域での「地域みんなで子育て応援団」などによる子育て

県民運動の展開強化

中高年層の地域における子育て支援への参画

地域や企業の参画による環境づくりの推進

学校と地域との連携・協働の推進

保護が必要な子どもの社会的養護における家庭的な養育環境づく

りの促進

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（２２２２）））） 地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】
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【事業展開】 【事業項目】

【事業展開】 【事業項目】

② 子どもや子育て家庭に対する応援活動の推進

地域資源を活用した体験・交流の促進など山形らしさを活かした

子育て活動の推進

交通安全県民運動の推進

子育て支援者のスキルアップに向けた研修会の開催や支援の推進

通学路における総合的な安全対策の推進

多様な主体との連携による子育て支援体制の強化 やまがた社会貢献基金の活用による子育て支援

④ 家族が支える子育て支援の促進 三世代同居等に向けた情報発信

ＮＰＯやボランティアなどの子育て支援団体の立ち上げや活動に

対する支援の充実

地域の子育て支援体制の充実に向けた市町村、関係団体、ＮＰＯ

など多様な主体との連携促進

幼児期における「人やモノ、自然とのかかわり」を大切にした親

子の体験活動の推進

③

① 子育てにやさしいまちづくり 安全で安心なまちづくりの推進

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（３３３３）））） 子育子育子育子育てててて家庭家庭家庭家庭がががが安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全にににに生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】

子育て世帯等の多様なニーズに合わせた居住環境づくりの推進

② 安全教育の推進

通学路における総合的な安全対策の推進

安全・安心な遊び場の整備推進

通学路における安全な歩行空間の整備推進

見守り隊などの子どもの安全・安心確保に向けた地域住民の積極

的なボランティア活動の促進【再掲２-(2)-①】

地域ぐるみの学校安全体制整備及び県と市町村の連携による学校

安全体制の整備推進

ライフステージにあわせた消費者教育の推進及び地域や家庭での

取組み支援

空き家活用による若者世帯等に対する住宅支援の展開

三世代同居等を支える住宅支援

交通安全教育、活動の推進

危険予測・危険回避能力の育成と自他の命を尊重する安全教育の

推進
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【事業展開】 【事業項目】

【事業展開】 【事業項目】

高等学校等の授業料の減免や奨学金などによる修学支援の展開

③ 就園・就学に係る経費の支援 複数園児の同時就園に対する保育料負担の軽減

① 生活支援・経済的支援の推進

母子家庭等対象シェアハウスの調査検討

ひとり親家庭に対する生活・自立支援の展開【再掲２-(4)-②】

不妊に悩む世帯の経済的負担の軽減や治療の成果につながる効果

的な支援策の検討・実施

① 保育・医療に係る経費の支援 保育料等に対する支援の実施や子育て支援医療制度の充実

② ひとり親家庭等の自立支援の推進 母子家庭等就業・自立支援センターによる就業支援

② 子育て家庭への手当の支給による支援等 ひとり親家庭に対する生活・自立支援の展開

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（４４４４）））） 子育子育子育子育てててて家庭等家庭等家庭等家庭等にににに対対対対するするするする経済的支援経済的支援経済的支援経済的支援のののの充実充実充実充実

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（５５５５）））） ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭へのへのへのへの支援支援支援支援

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（６６６６）））） 保護保護保護保護やややや支援支援支援支援をををを要要要要するするするする子子子子どものどものどものどもの養育環境養育環境養育環境養育環境のののの整備整備整備整備

【事業展開】 【事業項目】

① 児童虐待の予防、早期発見、早期対応の推進 虐待防止に関する啓発の強化

② 社会的養護体制の充実

保護が必要な子どもの社会的養護における家庭的な養育環境づく

りの促進【再掲２-(2)-①】

虐待の早期発見・早期対応に向けた市町村や関係団体等との連携

強化

ＤＶ防止に向けた若年層への意識啓発の強化

虐待被害者（児）の安全確保のための迅速な対応と保護機能の充

実

保護児童の家庭復帰・自立やＤＶ被害者の自立に向けた支援の充

実

虐待やＤＶに関する切れ目ない総合的な相談支援体制の充実

子どもの貧困対策の推進

家庭的養護の推進

③ 児童相談所及び市町村の連携体制の強化

行政や支援団体等の職員の虐待対応に関する資質向上に向けた取

組みの充実

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（６６６６）））） 保護保護保護保護やややや支援支援支援支援をををを要要要要するするするする子子子子どものどものどものどもの養育環境養育環境養育環境養育環境のののの整備整備整備整備
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【事業展開】 【事業項目】

【事業展開】 【事業項目】

④ 不登校対策の充実

教員やスクールカウンセラーの配置など不登校・別室登校児童生

徒への支援の充実

小・中学校、高等学校における児童生徒一人ひとりの教育ニーズ

に応える支援の充実

⑥ 障がいのある児童への支援 発達障がい児（者）の早期支援体制整備

⑤ 特別支援教育の充実 特別支援学級における少人数学級編制の推進

医療・保健・福祉等と連携した就学前からの支援の充実

障がい児の保育や支援に関わる人材の理解促進や資質向上のため

の研修の充実

発達障がいに関する理解促進や正しい知識の普及啓発の充実

親や保育士等による発達障がい等への気づきや理解を促すための

研修や療育支援の充実

障がい児保育に対する支援の充実

① 家庭や地域の教育力の向上

家庭教育に関する学習機会の充実及び情報提供・相談支援体制の

強化

幼児期における「人やモノ、自然とのかかわり」を大切にした親

子の体験活動の推進【再掲２-(2)-②】

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（７７７７）））） 学校学校学校学校・・・・地域地域地域地域・・・・家庭家庭家庭家庭のののの連携連携連携連携によるによるによるによる教育教育教育教育のののの展開展開展開展開

② 幼児教育の推進

「家庭」「幼稚園・保育所等」「地域」の連携による幼児教育・

幼児共育の推進

子の体験活動の推進【再掲２-(2)-②】

放課後や週末などにおける子どもと大人の交流の場の創出

④ 地域における多様な体験・交流活動の促進 地域住民による地域文化の伝承活動の促進

幼児教育を推進する指導者の資質向上のための研修機会の充実

③ 子育てしやすい教育環境の整備

放課後児童クラブとの連携を図りながら、放課後子ども教室の実

施・拡充への支援の充実

私立学校に対する支援による多様な教育の推進

地域の歴史や文化、産業の学びを通じた地域住民との「かかわ

り」の機会の充実

地域に受け継がれている生活文化、伝統芸能などを子どもたちに

伝承する取組みの推進

高等学校等の授業料の減免や奨学金などによる修学支援の展開

【再掲２-(4)-③】

地域貢献活動の推進や青少年ボランティア活動の促進

体験を重視した環境学習や、学校の教育活動全体を通した環境教

育の推進
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【事業展開】 【事業項目】

⑤ 食育の推進

家族そろって楽しく食事をする「家族団らんの日」の啓発強化な

ど、食育を実践する気運の醸成

地域の特産物や食文化の学びにつながる地場農産物を活用した学

校給食の促進

児童生徒や親子を対象とした料理教室や料理イベントの開催な

ど、地域に受け継がれている食を楽しみ食を学ぶ機会の創出
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【事業展開】 【事業項目】

【基本の柱３】　仕事と家庭の両立支援の推進【基本の柱３】　仕事と家庭の両立支援の推進【基本の柱３】　仕事と家庭の両立支援の推進【基本の柱３】　仕事と家庭の両立支援の推進

研修の充実による幼稚園教諭・保育士の資質向上に向けた取組み

の強化

市町村の計画的な保育所整備等に対する支援の充実

認定子ども園移行に向けた幼稚園の運営等に対する支援の展開

保育所の適正な定員の確保や定員の弾力運用に関する市町村への

助言など、年間を通じた待機児童ゼロに向けた取組みの強化

保育従事者の確保と資質向上に向けた支援の充実

少人数の児童を保育する家庭的保育（保育ママ）及び小規模保育

の実施拡大

ファミリー・サポート・センターの設置促進

放課後子ども教室との連携を図りながら、放課後児童クラブの整

備・拡充への支援の充実【再掲２-(7)-①】

② 多様な保育ニーズに応える環境整備

① 保育サービスの充実・待機児童対策の推進

「幼保小連携スタートプログラム」に基づく幼稚園・保育所等と

小学校との円滑な接続の推進

病児・病後児保育、延長保育、休日保育、一時預かり、家庭的保

育など多様な保育サービスに向けた支援の充実

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（１１１１）））） 両立両立両立両立をををを支援支援支援支援するするするする保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス等等等等のののの充実充実充実充実【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】

【事業展開】 【事業項目】

多様な保育サービスの提供を行う保育従事者の確保と資質向上に

向けた支援の充実

ワーク・ライフ・バランスや男女共同参画に関する事業主及び労

働者双方の理解促進に向けた普及啓発の強化

出前講座や企業向け研修会の実施

備・拡充への支援の充実【再掲２-(7)-①】

②

① 事業主等に対する仕事と家庭の両立支援の意識の醸成

ワーク・ライフ・バランスに積極的に取組む企業の紹介などによ

る周知啓発の強化

働き方の見直しの推進

男性や事業主等に対する支援・啓発の充実などによる男性の子育

て参加の促進

男性の育児・家事参画に向けた労働環境の創出

生活スタイルに合わせた多様な働き方の実現、ワーク・ライフ・

バランスの普及啓発

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（２２２２）））） 企業等企業等企業等企業等におけるワーク・ライフ・バランスのにおけるワーク・ライフ・バランスのにおけるワーク・ライフ・バランスのにおけるワーク・ライフ・バランスの取組強化取組強化取組強化取組強化【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】
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【事業展開】 【事業項目】

【事業展開】 【事業項目】

④ 先導的な取組みの県全体への普及 県庁における先導的な取組みの推進【再掲1-(1)-③】

法制度の普及啓発

ワーク・ライフ・バランスに積極的に取組む企業の紹介などによ

る周知啓発の強化【再掲３-(2)-①】

男性の育児・家事参画に向けた労働環境の創出【再掲３-(2)-②】

ワーク・ライフ・バランスに取組む企業の顕彰などによる社会全

体で評価する風土の創出・定着

中小企業でのワーク・ライフ・バランス実践拡大と定着に向けた

支援の充実【再掲３-(2)-③】

企業経営者層との連携による意識改革及びモデル実践の展開

① 男性の育児・家事参画の気運の醸成

③

企業による仕事と子育ての両立支援の積極的な取組み

の普及

中小企業におけるワーク・ライフ・バランス実践拡大と定着に向

けた支援の充実

ワーク・ライフ・バランスや男女共同参画に関する事業主及び労

働者双方の理解促進に向けた普及啓発の強化【再掲３-(2)-①】

② 先導的な取組みの県全体への普及 県庁における先導的な取組みの推進【再掲１-(1)-③】

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（３３３３）））） 男性男性男性男性のののの育児育児育児育児・・・・家事参画家事参画家事参画家事参画のののの促進促進促進促進【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】

【事業展開】 【事業項目】

【事業展開】 【事業項目】

地域で活躍できる女性人材の育成

① 政策・方針決定過程への女性の参画促進 県審議会等への女性の参画推進

法制度の普及啓発【再掲３-(2)-③】

企業における女性人材養成の促進

地域における男女共同参画の基盤づくりの強化

男女共同参画社会づくりに向けた意識啓発の推進

① 女性が活躍できる環境の整備

出産・育児などで離職した女性の再就職支援の充実

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（４４４４）））） 女性女性女性女性のののの活躍促進活躍促進活躍促進活躍促進【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（５５５５）））） 政策政策政策政策・・・・方針決定過程方針決定過程方針決定過程方針決定過程へのへのへのへの女性女性女性女性のののの参画促進参画促進参画促進参画促進
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【事業展開】 【事業項目】

【基本の柱４】　若者が活躍できる環境づくりの推進【基本の柱４】　若者が活躍できる環境づくりの推進【基本の柱４】　若者が活躍できる環境づくりの推進【基本の柱４】　若者が活躍できる環境づくりの推進

若者の主体的な取組み、多様な活動の促進

若者の多様な活動の情報発信の強化

① 若者の活躍促進

② 若者が活躍する環境づくり

③ 豊かな心と健やかな体の育成

政策、方針決定過程への若者の参画拡大

若者の顕彰等を通じた若者による活動を地域全体で応援する機運

の醸成

男女共同参画社会づくりに向けた意識啓発の推進

若者同士の自主的な交流活動の推進

子どもの健康の保持・増進のための生活習慣や薬物・性などに関

する教育の充実

スポーツの楽しさ・喜びに触れ体力の向上と協調性などを養う学

校体育・スポーツの充実

青少年健全育成運動など非行防止に対する関係機関との連携強化

や環境浄化活動の推進

青少年の非行防止及び立ち直り支援活動の推進

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（１１１１）））） 若者若者若者若者のののの意欲意欲意欲意欲のののの醸成醸成醸成醸成

インターネットの適切・安全・安心な利用や保護者に対する普及

啓発の推進

若年層に対する性や喫煙・危険ドラッグ等に対する正しい理解の

促進
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【事業展開】 【事業項目】

就業意欲・能力の向上と機会の確保①

多様な職業体験や職業訓練機会の充実

農林水産業への就業を目指す人への相談段階から経営開始・定着

段階まで一貫した支援の展開

若者と県内企業をつなぐ接点づくり

新規学卒者及び既卒者の正規雇用に向けた支援の充実

ものづくりや農業などの担い手の育成に向けた学校と大学や企業

等との連携強化

小・中・高等学校の教育活動全体を通した組織的・系統的なキャ

リア教育の推進

若者に対する県内産業や企業、就職に関する情報発信の強化

関係機関・団体との連携による求人開拓の強化

新規就農支援研修の充実など農業大学校の教育・研修カリキュラ

ムの充実

地域や企業と連携した職場体験、インターンシップの推進

職業訓練による技術者・技能者の養成に向けたキャリア教育の更

なる推進

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（２２２２）））） 若者若者若者若者のののの生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤（（（（雇用雇用雇用雇用））））のののの確保確保確保確保【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】

相談支援体制の充実②

ハローワークと連携した若者就職支援センターなどの就職・生活

相談機能の強化

Ｕターン就農者、非農家出身者、異分野からの新規参入者などに

対するきめ細かな情報提供や相談・支援体制の整備

若年非正規労働者の正社員化支援

ニートやひきこもりなど困難を有する若者や家族に対する職業

的・社会的自立に向けた相談支援体制の充実
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【事業展開】 【事業項目】

【事業展開】 【事業項目】

③ 安定した雇用の創出・維持・確保

① 若者の地域への理解促進

再生可能エネルギー等の導入や低炭素型の代替エネルギーへの転

換等の促進及び関連産業の振興

農山漁村の資源を活かした６次産業化の促進

木質バイオマスなど森林資源の利用促進による雇用の場の創出

食育ボランティアの活動促進など、地域における食育活動に対す

る支援の展開

地域の自然環境を活かした体験活動や伝統文化の伝承活動の促進

本県が優位性を持ち、強みを活かせる有機エレクトロニクスやバ

イオテクノロジーなどの先端技術や、今後成長が期待できる分野

に重点を置いた企業誘致活動の展開

先端的な技術分野や成長が期待される分野における関連産業の集

積

創業支援や技術開発促進などによる中小・小規模企業の活性化

正規雇用化など安定的な雇用創出に向けた事業主への啓発・支援

の充実

郷土への愛着や誇りを醸成する教育の推進

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（３３３３）））） 若者若者若者若者のののの地域地域地域地域へのへのへのへの愛着愛着愛着愛着やややや誇誇誇誇りのりのりのりの涵養涵養涵養涵養【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】

② 若者の地域活動促進

地域の特産物や食文化の学びにつながる地場農産物を活用した学

校給食の促進【再掲２-(7)-⑤】

やまがた社会貢献基金の活用による子育て支援

【再掲２-(2)-③】

地域活動に取組むリーダーの育成とネットワークの構築

体験を重視した環境学習や、学校の教育活動全体を通した環境教

育の推進【再掲２-(7)-④】

若者、若者グループの交流促進、レベルアップへの支援

若者の主体的な取組み、多様な活動の促進【再掲４-(1)-①】

地域に受け継がれている生活文化、伝統芸能などを子どもたちに

伝承する取組みの推進【再掲２-(7)-④】

地域貢献活動の推進や青少年ボランティア活動の促進

【再掲２-(7)-④】

若者が自主的・主体的に地域活動に参加できる環境の整備
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【事業展開】 【事業項目】

移住相談員の配置などによる総合的な相談体制の充実

県内企業・雇用に関する情報発信やＵＪＩターン希望者と企業と

のマッチング支援の充実

③ 受入体制の整備

② 多様な体験・交流機会の拡大

ＵＪＩターン希望者の県内への円滑な就農に向けた紹介・あっせ

ん機能の強化

① 情報発信の強化

地域おこし協力隊や緑のふるさと協力隊に対する研修会の開催な

ど地域活動に対する支援の充実

都会の若者の農林水産業への定着支援の実施

知識・技術などを持つ県外在住者と県内企業などとのマッチング

を支援する「やまがた21人財バンク」などを活用したＵＪＩター

ンの促進

県外からの教育旅行や多彩な滞在型・体験型プログラムの創出・

提供の促進

首都圏等におけるイベントや各種媒体を活用した、「山形暮ら

し」の魅力発信の強化

推進方策推進方策推進方策推進方策（（（（４４４４）））） ＵＪＩＵＪＩＵＪＩＵＪＩターンによるターンによるターンによるターンによる若者若者若者若者のののの県内移住促進県内移住促進県内移住促進県内移住促進 【【【【重点施策重点施策重点施策重点施策】】】】
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（４）ライフステージに応じた施策の展開                

  施策は、子どもの成長に合わせて、子どもや子育て家庭が必要とする施策を切れ目なく、きめ細

かく実施します。 

 

  結婚 妊娠・出産 就学前 小学校 中学校 高校 若者 

 

  

次
代
の
担
い
手
育
成 

若者の地域活動支援・顕彰等 

UJI ターンによ
る県内移住促進 

若
者
が
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り 

地域における多様な体験・交流活動 

若者の地域活動への参画 

周産期医療 
体制の充実 

小児医療等の充実 

医
療
等
の
支
援 

不妊治療支援 子育て支援医療給付 

妊娠・出産・子育てまでの 
切れ目のない支援 

子
育
て
支
援 

仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援 

中高年層の参画による子育て支援 地
域
等
の
参
画
に
よ
る
支
援 

「地域みんなで子育て応援団」等による県民運動の展開 

地域や企業の参画による子育て環境づくり 

企業等におけるワーク・ライフ・バランスの取組強化 

男性の育児・家事参画、女性の活躍の促進 

保
育
の
充
実 

企
業
の
参
画 

保育サービスの充
実・待機児童対策 

多様な保育ニーズに応える環境整備 

保護や支援を要する子どもの養育環境の整備・ 

ひとり親家庭への支援 

奨学金の貸与 

保育・医療に係る経費の支援 

児童手当の支給 

就園・修学に係る経費の支援 

経
済
的
支
援 

安心・安全に生活できるまちづくり 

安全・安心な遊び場の整備 

家族が支える子育て支援の推進 

次代の親としての意識の醸成 

オール山形に 
よる結婚支援 

出会いの提供 結
婚
支
援 

雇用の創出 
維持・確保 

豊かな心と健やかな体の育成 

キャリア教育の推進 
能力開発 
就労支援 

郷土愛を育む教育・学習・活動 

職場体験・インターンシップの推進 
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