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【領域１】結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うための仕組みの構築 

●実績額：～100 万円未満 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

1 熊本県 

八代市 

結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない

支援のためのネットワーク構築 

活動内容の報告や情報の共有化を図るため、市内の結婚支援の市民団体、妊娠・出産・子育てに関する支援団体、子育て支援サークル等の支

援団体と行政の関係部署を集めた支援ネットワーク連絡会議を開催する。また、支援団体等の活動を市民に周知・広報し、支援につなげるため、

ホームページへの掲載やコミュニティＦＭ等を活用し、支援団体等が行っている活動等の情報を発信する。 

¥5,255  こども未来課子

育て支援係 

2 新潟県 

小千谷市 

少子化対策連携推進事業 結婚・妊娠・出産・育児におけるライフステージごとの支援者が連携し、少子化対策に取り組むためのチームを発足した。切れ目ない支援の実現

に向けて情報共有・情報交換を行い、協働して少子化対策事業の促進を図った。 

¥46,220  社会福祉課 

子育て支援係 

3 島根県 しまね縁結び One Heart 事業（推進体制

づくり） 

行政や団体・企業、ボランティアが連携・協働した結婚から育児までの切れ目のない支援を行うための推進体制づくり ¥65,592  青少年家庭課 

4 山形県 

酒田市 

少子化対策総合検討事業 結婚から妊娠、出産、子育てへの切れ目のない支援を総合的に、かつ継続的に推進していくため、各ライフステージにおける支援活動の実践者

を交えた検討会議を開催し、実効性のある施策形成のための議論を行う場を設置するもの。 

¥75,600  政策推進課 

5 大分県 地域少子化対策強化交付金活用事例フ

ォーラム 

九州各県で取り組まれている地域少子化対策強化交付金を活用した先駆的・モデル的な取組（好事例）を九州各県及び市町村に紹介、共有する

ためのフォーラムの開催 

¥181,250  こども子育て支

援課 

6 山形県 地域少子化対策強化交付金活用事例発

表フォーラム 

事例発表フォーラムの開催。好事例集の作成・配布。 ¥237,592  子育て推進部 

子育て支援課 

7 長野県 

駒ヶ根市 

「少子化対策支援連絡協議会」の設置 市民や事業者（商工会議所、企業経営者）、関係団体(自治組織、医療関係者、子育てサークル、保護者会等）と行政が連携して少子化対策に関し

て情報を共有するとともに、切れ目ない支援を行うための方策について、意見交換の場を設け施策に反映し、具体的な支援の仕組みを構築して

いくための組織を構築した。 

¥239,851  企画振興課 

8 群馬県 企画委員会 教育、福祉、医療、労働、育児等の専門家で構成する企画委員会を設置した。同委員会は、ピアサポーターの各活動の事業内容を検討するほ

か、各事業の参加者へのアンケートなどをもとにした事業効果の検証を行った。 

¥327,930  少子化対策・青

少年課 

9 兵庫県 

宝塚市 

宝塚市地域少子化対策強化事業 市民フォーラムの開催 ¥378,926  子ども政策課 

10 新潟県 

新潟市 

支援者ネットワーク構築事業 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うため、市内の支援者の掘り起こしとともに情報共有の仕組みを構築する。①市内の支援者の掘り

起こしを行い、関係者のネットワーク会議を開催。②支援者ガイドブックを作成し、情報を共有 ③県のネットワークに市のネットワークからの代

表者が参加。 

¥496,650  福祉部こども未

来課企画管理係 

11 鳥取県 

大山町 

「大山町版、出会いから結婚・妊娠・出

産・育児への切れ目のない支援体制」構

築に向けての調査研究事業 

「大山町版、出会いから結婚・妊娠・出産・育児への切れ目のない支援体制」構築を目的としたワーキンググループを設置し、調査研究を行った。 ¥572,030  企画情報課 

12 長野県 

青木村 

少子化対策地域支援懇談会開催事業 ・医療機関、保小中学校関係、行政機関等が一体となり、切れ目ない支援機能の充実と子供の健やかな育ちを促進するため、情報の共有、課題

を提起していただき、少子化対策を検討していく。 

¥620,664  住民福祉課 

住民福祉係 

13 静岡県 

伊東市 

家庭訪問型子育て支援事業利用者の事

後フォロー事業 

周産期及び小児科医療機関、ＮＰＯ法人の関係機関とのネットワークづくり。家庭訪問型子育て支援事業利用者の交流会（委託）。 ¥633,460   

14 茨城県 

笠間市 

結婚を希望するものに対する相談体制

の構築事業 

県境意を越えた隣接市町連携による結婚希望者への支援体制の構築 ¥761,008  市民活動課 

15 山口県 「やまぐち子育て連盟」の設立による子

育て県民運動の展開 

①やまぐち子育て連盟の設立（キックオフフォーラムの開催）。②結婚から子育てまでの総合相談窓口の設置。③結婚支援の検討 ¥793,654  こども政策課 

16 和歌山県 

有田市 

有田市女性フォーラム『わいがや娘の

あがらの集い』 

地域や子どもの未来を良くしたいという思いを持っている女性を募集し、グループを構成しセッションを重ね、結婚・妊娠・出産・育児において、こ

れからの有田市に必要な支援は何かを掘り起こし、市民活動へとつなげていく。 

¥894,106  福祉課子ども係 

17 茨城県 関東ブロック地域少子化対策強化交付

金活用事例フォーラム 

地域少子化対策強化交付金の活用事例を他の自治体と共有するためのフォーラムを開催する。 ¥903,612  子ども家庭課 

18 福岡県 

久留米市 

母子訪問強化事業 妊婦や母子の相談従事者へのスキルアップと地域の子育て支援関係者との協働による支援を目的に、保健師が行う家庭訪問への専門家等によ

る同行訪問や保健師、主任児童委員専門等母子訪問に関わる相談員の研修会の実施。 

¥981,660  地域保健課 

19 長野県 

池田町 

幼児期の人格形成サポート事業  「セカンドステップ」は米国で少年犯罪が深刻化していた 1980 年代、加害者にならないための教育プログラムとして非営利法人が開発したもの

である。日本では 2001 年にＮＰＯ法人「日本こどものための委員会」が教材を翻訳し日本版を作成し普及に取り組んでいる。平成 25 年 12 月現

在、全国の幼稚園・保育園・小中学校・児童養護施設等で約630 か所、長野県内では 10 か所ほどの施設で取り入れている。相手の気持ちを理解

したり、暴力に頼らない問題解決方法を具体的な事例を基にしたレッスンを重ねて身に付けていく。このプログラムを教育するには「日本こども

のための委員会」に依頼し 2 日間の研修を受講し資格取得することが必要である。また、教育には専用教材を使用しなければならないことが定

められている。各保育園、各学校の施設及び町主催の家庭教育学級等で広く教育を実施していくためには、３０名ほどの資格者を養成すること

が必要である。また、レッスン回数は１コースで全28回あり、教材は頻繁に使用することと、各園・学校では保護者にも理解を深めてもらうために

参観日での機会にも実施するため、同時に使用することも想定され各施設に必要である。資格取得のための研修会は２日間で、東京より講師に

来ていただき池田町の施設で開催する。また、資格取得者以外にも理解を広めるため、一般住民向けの講演会も前記の研修会の前後に 1 日開

催する 

¥992,400  福祉課 

20 静岡県 

袋井市 

安心して、妊娠・出産・育児ができるまち

づくり 100人会議 

安心して妊娠、出産、子育てができるためにはどんなサービスが必要か産前産後のサービスを中心にニーズ調査を行うとともに、その結果をも

とに、実情に合わせた使いやすいサービスを構築するための意見交換会を行う。 

¥993,606   

21 大阪府 

豊能町 

家庭訪問早期子育て支援事業 新生児訪問、乳児全戸事業と連動させ、個々の状況について情報共有をしながら一体化運営をすることにより、切れ間のない相談対応、情報提

供を通して育児不安の軽減を図る。 

¥994,740  教育委員会 

教育支援課 

 

【領域１】 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うための仕組みの構築 

●実績額：100～300 万円未満 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

22 富山県 

魚津市 

こうのとりネットワークフォーラム事業 「結婚できる、産める、育てられる」まちづくりフォーラムの開催。支援関係団体・ボランティアの意見交換会。先進地情報収集。 ¥1,000,000  民生部こども課 

23 愛媛県 愛顔の子育て支援団体ネットワーク化事

業 

子育て支援者相互の情報交換や資質向上のための研修の場づくりを提供することで、支援者間の交流の輪が広がり、広域的な子育て支援のネ

ットワークが形成され、各地域で切れ目ない子育て支援体制が構築されることを目的とする。 

¥1,046,500  子育て支援課 

子育て支援企画

係 

24 兵庫県 

淡路市 

御結びをつなげてフォロー策 傾聴ボランティアの育成及び子育て関係者による子育てセミナー開催 ¥1,067,000 健康福祉部子育

て応援課 

25 富山県 

南砺市 

結婚力向上人材育成プロジェクト 未だ結婚できない者の結婚力を向上させ成婚へと導くため、アンケート調査や面談等により本人の適性を把握し、『婚活カルテ』の作成や、相談

（診断）等を市で行った。その結婚カルテ等に基づき、本人の結婚力のスキルアップ講座を 6 回開催し、成婚へ導くような先駆的な取組みを実施。

また、交際に至った者を対象として結婚に向けてのサポートを行うため、結婚サポーター『なんとおせっ会』会員を対象として、独身者への上記結

婚カルテ等に基づいた相談対応力を向上させる研修会を3 回実施し、結婚に向けたきめ細かな取組みを実施した。 

¥1,070,000  南砺で暮らしま

せん課 

26 島根県 

海士町 

結婚から子育て相談員配置事業 ①相談員補助員の設置。②集落支援員や地区公民館と連携し、結婚・妊娠・出産。育児に関わる講演会・交流会を実施。 ¥1,076,000  地域共育課 
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【領域１】 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うための仕組みの構築 

●実績額：100～300 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

27 兵庫県 

淡路市 

淡路御結びサポート事務局の立ち上げ 専門分野を生かした共同事業の実施と情報共有や子育ての担い手による情報交換を促進するため、切れ目ない支援を中間的に担う団体を育成

する。 

¥1,092,000  子育て応援課 

28 山形県 

金山町 

金山町少子化対策強化事業 ①中学生・高校生及びその保護者への「いのちの授業」。「新適時適育」の理念の下、中・高生を対象として命や性に関する授業を実施し結婚や家

庭、人生について考える機会を設ける。また、子どもと同様保護者に対しても「いのちの授業」を実施し、親子関係を見つめなおす機会を設け、若

い世代の今後の結婚や家庭のイメージ構築につなげる。②町育英会の奨学生懇談会及び成人式時の「いのちの授業」。中学生や高校生からさ

らに心身ともに成長した町の若者が集う場である、金山町育英会の奨学生懇談会（50 人）、及び成人式（70 人）開催時に「いのちの授業」を開催

し、間もなく親となる若者へライフプランを考える機会を提供することで、結婚や家庭、人生について考える機会を設けるとともに、故郷回帰の意

識の高揚に導く。①の事業と一貫し、各年代に応じて内容をステップアップさせて実施する。③ホームページ(ポータルサイト的な物を想定）の開

設。妊娠、出産、育児に関する情報を掲載するホームページを開設する。サイト内には助産師に相談できるページを設け、気軽にプロのアドバイ

スを受けるシステムを構築する。 

¥1,101,500  健康福祉課福祉

係 

29 新潟県 

湯沢町 

湯沢町少子化対策・子育て支援強化事

業 

ポータルサイト構築事業 ¥1,300,000  子育て支援課 

30 新潟県 

 

地域ネットワーク構築事業 結婚、妊娠・出産、子育ての支援団体を対象に、情報共有や支援体制の強化に向けた会議を開催する。 ¥1,306,510  児童家庭課 

31 兵庫県 

西脇市 

子育てコンシェルジュ設置支援事業 結婚の相談、妊娠期～子育て期に関する支援の紹介、適切なサービスを提供する支援窓口や相談窓口のナビゲーターとなる「子育てコンシェル

ジュ（仮称）」を養成し、総合的で一元的な体制を構築する。 

¥1,344,307  こども福祉課 

32 静岡県 

伊豆の国市 

サポーター養成事業 結婚から妊娠・出産・育児までのライフステージを一貫し、安心して暮らせる市民を増やす。 ¥1,578,000  社会福祉課 

33 鳥取県 シニア世代の孫育て事業 県内の子育て支援等に意欲のある祖父母世代（おおむね５０歳以上）を対象にした「少子化対策の現代基礎知識」に関する講座を開催し、現代社

会の基礎知識を身につけつつ、今までの豊富な経験を活かして、各地域で少子化対策（結婚・妊娠・出産・子育ての支援）を行う“シニア世代”を養

成し、地域で結婚から子育てまで切れ目のない支援が実施される地域社会の構築を図る。 

¥1,688,180  福祉保健部子育

て王国推進局子

育て応援課 

34 兵庫県 大学連携による人材育成カリキュラムの

作成と研修事業 

結婚・妊娠・出産から子育て支援までを網羅した独自の研修プログラムを「ひょうご地域子育て支援大学間連絡協議会」の全面的な協力を得て策

定し、子育て支援リーダー、スタッフ等を対象に専門性の高い研修を実施することにより、支援人材の育成及び資質向上を図る。 

¥1,724,000  男女家庭課 

35 福岡県 

北九州市 

切れ目ない支援の充実に向けた実態把

握や調査分析、連携づくり 

①インターネットも活用した市民アンケート調査。市民2,500人（「18歳以上30歳未満の若者1,000人」、「就学前児童の保護者750人」、「小学生の

保護者750人」）を対象に、各分野での支援状況等の実態やニーズ、意識を把握するためのアンケート調査を実施。今後、調査結果を実効性のあ

る取り組みへ繋いで行くため、支援機関、行政、ＮＰＯや民間企業も含め、結婚から育児までの切れ目ない支援の更なる充実に向けた連携を図

る。 

¥1,780,845  総務企画課 

36 長崎県 

壱岐市 

地域における少子化対策強化相談支援

事業 

医療に関し専門的な知識を有する関係者(助産師、保健師、看護師、養護教諭等)のなかから 3 名を配置して、電話相談や来訪相談等の相談者の

あらゆる機会に応じた相談に対応させることとする。妊娠、出産に関する相談には助産師や保健師が、子育てに関する相談には養護教諭や保健

師が対応するが、なるべく同一者での相談対応ができるよう、3名がチームを組んでワンストップサービスを実施する。それぞれの専門的な知識

と経験に基づいた、より具体的で即効性のある相談支援体制を構築し、相談者の妊娠、出産、子育てに関する不安や悩みの解消を図ることとす

る。 

¥1,808,469  こども家庭課 

37 滋賀県 

近江八幡市 

地域の連携ネットワーク構築事業 地域の生活情報、子ども・子育てに関する取り組み、関係機関の情報収集。「（仮称）近江八幡市子育てネットワーク」の創設に向けた機運醸成。 ¥1,820,400  子ども支援課 

38 北海道 

北広島市 

（仮題）若年層ライフアップフォーラム 若年層ライフアップフォーラム→結婚・出産・子育てフォーラム in 北広島 総合司会・コーディネーター 北川久仁子氏 第１部 基調講演「仕事も、

プライベートも、諦めなくて大丈夫！～今聞いておきたい人生を「前向きに進める」秘訣～」講演者：大西友美子氏（㈱ワーク・ライフバランス社） 

第２部 パネルディスカッション「結婚・出産・子育てのギモン これってアリ？ナシ？大討論」パネリスト：大西友美子氏、道都大学社会福祉学部

長 教授 飯浜浩幸氏、ＮＰＯ法人 北海道子育て支援ワーカーズ 理事 鶴谷聡美氏、北広島商工会 青年部長 東隆史氏、北広島市 保健福祉

部児童家庭課 冨田英禎 第３部 関係者会議 第２部の内容にのっとり、「今後北広島市が関連課題を解決するためにどうするとよいか」のアイ

デアをパネリストからヒアリングし、今後の参考とする。 

¥1,832,372  児童家庭課 

39 福岡県 

北九州市 

地域みんなで結婚から育児まで見守り

応援する基盤づくり 

①地域みんなで結婚から育児まで見守り応援補助金：講座やイベントの実施など、地域での結婚、妊娠、出産、育児と、切れ目なく少子化対策に

取り組む支援活動に要する経費への助成。②切れ目なく見守る活動事例報告会（基調講演・活動事例報告）の開催：結婚、妊娠、出産、育児の分

野に精通した講師による講演や、活動事例報告会の実施を通じて、少子化対策に取り組む地域の人材育成の支援を行う。 

¥1,929,880  子育て支援課 

40 静岡県 

焼津市 

企業等を巻き込んだ仕組みづくりの検討 企業、学校、学識者、ボランティア、市等で構成する協議会を設立し、結婚・子育て（妊娠・出産・育児）の支援を行う仕組みについて検討した。 仕

組みを検討するうえで、企業段階での取組等の実態調査（アンケート） 

¥1,972,854  子育て支援課 

41 石川県 みんなで少子化を考える県民フォーラム

開催事業 

子育て中の親や学生といった若い世代のほか、子育て関係団体や企業を代表する方々など、広く県民から少子化対策や子育て支援に関する意

見を聴き、本県における取組の実態や現状を把握するとともに、結婚・妊娠・出産・育児をしやすい機運の醸成を図る。また、子ども・子育て支援

新制度に関して、各種制度とともに、本制度の趣旨や具体的な支援内容を広く県民に周知する。なお、本フォーラムにおいて聴取した結婚・妊娠・

出産・育児に関する意見を、少子化対策の行動計画である「いしかわエンゼルプラン 2010」の改定に反映させるとともに、本プランの改定内容を

協議する「いしかわエンゼルプラン協議会」を実施し、結婚・妊娠・出産・育児のすべての分野を網羅した少子化対策の協議を実施。 

¥2,000,000  健康福祉部少子

化対策監室 

42 長野県 

箕輪町 

少子化対策町民会議 結婚出産等に関する意識調査を実施。結果から、少子化につながる課題を抽出し、町全体の問題と捉え、住民・企業・行政が一体となって主体的

に対策に取り組むための核となる会議を開催する。 

¥2,091,320  企画振興課 

43 滋賀県 

高島市 

たかしま結びと育ちの応援団事業 ホームページの開設。コンシェルジュを中心に関係者のネットワークを形成。コンシェルジュ１名、情報収集発信担当３名を設置（正規２名、臨時１

名）。 

¥2,100,871  子育て支援課 

44 長崎県 

壱岐市 

壱岐市地域における少子化対策強化ア

ンケート調査事業 

現在の若者が置かれている現状や結婚、妊娠、出産、子育て支援に関する意識等に関するアンケート調査を実施し、現状の分析と各種問題点の

洗い出し等を行う。調査の分析後には、子ども子育て会議や商工会、漁協。農協等も含めた関係機関による検討会議を実施し、ニーズや現状の

問題解決に合った施策、方策等の検討を行うことによって、結婚、妊娠、出産、育児をしやすい環境整備を図る。 

¥2,141,640  こども家庭課 

45 宮崎県 

延岡市 

少子化フォーラムのべおか 保育所や子育て支援センター、民生委員・児童委員、保護者等に呼びかけを行いフォーラムを開催し、講演やパネルディスカッション、フォーラム

宣言を通して地域で子どもを育てていくという機運の醸成を図った。 

¥2,150,240  こども家庭課 

46 奈良県 

奈良市 

子どもと子育てにやさしいまちづくりフォ

ーラム開催事業 

奈良市では、子どもと子育てにやさしいまちづくりを目指して、子ども、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設、事業者が連携し協働して取り

組んでいくための柱となる「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」の策定を進めている。この条例の理念をもとに平成２７年度から子ども・子育

て支援新制度を本格施行させることなどにより、結婚・妊娠・出産・育児と切れ目ない支援を行っていくことが重要であるが、そのためには、結婚・

妊娠・出産・育児の関係者のネットワークを構築する必要があることから、各関係者が集い、顔の見える関係を構築するため、本フォーラムを開

催した。  

¥2,223,745  子ども政策課 

47 長野県 

長野市 

結婚～育児に関する市民意識アンケー

ト調査 

市内に居住する３千人を対象として、結婚～育児に関する独自調査を実施し、未婚者の婚活に関するニーズをリサーチする。併せて、関係機関・

団体等とのヒアリングや意見交換などを行うことにより、切れ目のない支援の仕組みを構築する。 

¥2,232,463  こども未来部 

こども政策課 

48 鹿児島県 「育児の日」フォーラム開催事業 本県では，県独自で，毎月１９日を「育児の日」と定め，県民一人ひとりが家庭・地域・職場で子育てを支えていく取組を積極的に行うこととしてい

る。 「育児の日」のフォーラムを開催して，県をあげて，妊婦や子どものいる世帯を地域全体で応援する機運を醸成し，「安心して子どもを生み育

てられる環境づくり」を推進するとともに「子ども・子育て支援新制度」についての周知を図った。また，フォーラム開催を機会に，関係機関の連絡

会議を開催し，結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援について情報を共有しながら，フォーラム開催後の活動展開を図った。 

¥2,246,014  青少年男女共同

参画課少子化対

策係 

49 茨城県 

常陸太田市 

子育てに優しい常陸太田を創る啓発事

業 

少子化・人口減少対策として常陸太田市では「子育て上手 常陸太田」をキャッチフレーズに，定住促進施策や子育て環境の整備の各種施策を実

施している。真に本市が子育てに優しい街となるためには，行政による支援だけでなく，市民自身が子育てについてより理解を深めてもらうこと

が重要であり，市民へ啓発事業を実施することにより，子育てと社会のつながりを深め，本市における就労・結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目な

い支援」を実現しながら子育てに優しい街づくりを進めることを目的とする。 

¥2,361,000  政策企画部少子

化・人口減少対

策課 
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【領域１】 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うための仕組みの構築 

●実績額：100～300 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

50 長野県 

駒ヶ根市 

結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のな

い支援の取組の構築に資する基礎調査 

少子化に関する市民及び企業対象の意識調査を実施した。調査対象：20歳から49歳の男女2,500人、市内企業300 社 ¥2,372,952  企画振興課 

51 島根県 

益田市 

ますます広がる子育ての輪 ①結婚、妊娠・出産、育児の支援に向けた委員会の設立。少子化対策の強化を図るために、市・市教委関係部局、結婚、妊娠・出産、育児の支援団

体等で構成する「ますます広がる子育ての輪実行委員会及び専門部会を設け、先進的な取組みを行う自治体の情報収集、結婚対策(結婚相談事

業等の支援)や保育士、助産師、栄養士、看護師等による相談業務の確立に向けた益田版モデルの支援の方向性の協議を行う。②周産期医療講

演会の実施。高校生や大学生、結婚を考える未婚男女、妊婦や子育て世代を中心とした一般市民に対して、 「子どもを授かること、育むこと、将来

に向けて命を繋げていくこと」、「医療の充実」及び 「安心して子どもを産み育てていく街づくり」等をテーマとした講演会、意見交換、アンケー トを

実施（講演会内容） ・島根大学医学部産科婦人科医及び小児科医による講演 ・妊娠・出産、医療等に関する意見交換・アンケート実施。 

¥2,490,130  福祉環境部 

52 長野県 

原村 

健やか子育て環境づくり事業 「子育て健康管理システム」を設置し、妊婦健診や乳幼児健診、予防接種の結果を全て記録する。記録したデータを利用し、計画的に母子との相談

日を設け、妊娠・出産・育児に関する相談や食事のアドバイス、医療機関の受診、子育ての悩み等についても相談を行うほか、検診や予防接種の

勧奨も行う。また相談の内容は親子毎にデータとして蓄積・管理する。医師や保健師、栄養士、保育士等が連携して親子の心身の健康状態を的確

に把握しながら妊娠・出産相談、育児相談、栄養管理、悩み事相談など、妊娠・出産・育児の各ステージにおいて切れ目のない相談支援を行う体

制を構築する。また妊婦健診や乳幼児健診、予防接種の履歴等について一括で管理することにより検診の未受診者や予防接種の未接種者を把

握し、勧奨を行う事で受診率や接種率の向上を図る。これらの対策をとることにより、母親の心身の健康維持を促進し、子育ての悩みを解消すると

ともに、乳幼児や子供の疾病を防ぎ、安心して妊娠・出産・育児の出来る環境を整え、出生率の向上を図る。 

¥2,505,816  保健福祉課 

健康づくり係 

53 宮城県 

塩竈市 

ほんわか子育て交流サポート事業 乳幼児時期から思春期までの子育てのライフステージを通して切れ目のないサポートを行うことにより、親子の健やかな愛着関係を形成し、前向

きな子育てを次世代につなぐとともに、親子の愛着関係の大切さについて、地域全体への普及啓発を図る。 

¥2,534,444   

54 滋賀県 

東近江市 

地域子育て支援ネットワークづくり事業 庁内推進検討会設立、ネットワーク推進会議の開催、交流会の開催、東近江市家族づくり満足度調査、子育てサポーター養成講座及び登録 ¥2,585,000  こども家庭課 

55 北海道 

旭川市 

子育てサポ－タ－養成講座 結婚から子育てまで，身近なところでのよき相談相手を作り出すとともに，市内２０か所ある子育てサロンの人材不足解消や子育て支援人材バン

クの登録者数を増やすことを目的とし，子育て中の親子を見守るために必要な知識を得るための講座及び実習を実施した。 

¥2,754,000   

56 大阪府 

茨木市 

次代の親の意識調査と支援施策の研究

事業 

平成 22 年に実施した大学生の意識調査では、９割以上が、将来結婚したい、子を持ちたいと答えている。一方、同年実施の国勢調査結果による

と、現実には、非婚化、晩婚化が進み、子を持たない人も多くなっている。 

 この意識と実際の行動のかい離はなぜ生まれるのか、そのかい離をなくすために有効な施策は何かを探るため、茨木市と協定を締結している

大学の在校生と30代前半の市民を対象に調査を実施する。 

¥2,829,600  こども政策課 

57 三重県 みえの少子化対策を考えるフューチャー

センター事業 

みえの少子化対策を考えるため、地域のＮＰＯ、企業、学生、行政などのさまざまな立場の方に参加いただき、未来志向で多様な視点から対策の

アイデアを考え、機運の醸成を図る。 

¥2,999,484  少子化対策課 

 
【領域１】 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うための仕組みの構築 

●実績額：300 万円以上 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

58 長崎県 

島原市 

しまばらハッピーライフ応援事業 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を行うために、拠点となる施設「ハッピーカフェ」を設置し、「しまばらお世話コーディネーター」を配置

するとともに、「しまばらお世話し隊」を設置し企業や市民と連携し、各ステージへの支援等を行い、少子化対策や地域活性化、定住促進を図る。 

¥3,080,319  政策企画課 

地域・婚活班 

59 大阪府 切れ目のない支援のためのポータルサ

イト制作及び広報活動事業 

結婚・妊娠・出産・子育てのライフステージに応じて切れ目ない支援を行うため、ポータルサイトを構築し、行政機関の手続き・相談窓口や、結婚・

妊娠・出産・子育てに関する講座など、役立つ情報の発信を行う。 

¥3,301,000  福祉部子ども室 

子育て支援課 

60 福岡県 ふくおか「みんなで笑顔」フォーラム＜

結婚・妊娠・出産・育児＞に関するフォー

ラム 

・企画実行委員会の開催 ・結婚、妊娠・出産、育児に対して前向きなイメージを持ってもらうとともに、安心して妊娠・出産等に臨むことができるよ

うな正しい知識や情報を発信するフォーラムを開催 ・県内約2,000人の大学生を対象に結婚、妊娠・出産、育児に関するアンケート調査を実施 

¥3,315,020  子育て支援課 

少子化対策班 

61 宮崎県 

都城市 

少子化対策シンポジウム事業 若者世代を対象に、市内の少子化の現状・課題及び結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を啓発する少子化対策シンポジウムを開催する。

また、事前意見交換会を開催し、結婚、雇用環境、子育て支援、特別支援など、各子育て支援関係者の連携を強化する。 

¥3,661,200  保育課 

62 愛媛県 

内子町 

内子町すこやか子育てサポートブック作

成事業 

妊娠期～出産期～子育て期の縦断的な情報誌を作成する。 ¥3,662,258  保健福祉課 児

童福祉係 

63 福島県 「復活！世話やき人」活躍推進事業 結婚後、妊娠・出産から子育てまでライフステージに応じた支援を地域で行う「世話やき人」を育成し、団体活動参加などに結びつける。さらに、ラ

ジオやタウン誌を活用し、世話やき人についての情報発信を行う。 

¥3,751,598  こども・青少年政

策課 

64 鳥取県 少子化対策理解促進啓発フォーラム 「行政、保護者、子育て支援団体、県民、事業主の責務・役割の内容を定め、子育て環境の整備をより着実に進める」とする子育て王国とっとり条

例（平成２６年３月制定）の内容に沿って、ファーラムを実施し、県民全体が切れ目のない少子化対策へ地域全体で取り組むという機運の醸成を

図る。 

¥3,755,454  福祉保健部子育

て王国推進局子

育て応援課 

65 東京都 

文京区 

結婚・妊娠・出産・育児に関する区民（20

歳～４５歳）の意識調査 

結婚･妊娠･出産･育児の時期に当たる２０歳から４５歳までの区民を対象に、その１割の約８，０００人を無作為抽出し、７，９８６人に質問用紙を郵

送して実施。回収方法は、郵便での返送とし、回収率は約２６．３％であった。 【実施期間：平成26年11月10日～平成26年12月1日】 調査結

果の分析を行い、結婚･妊娠･出産･育児等に関する意識の傾向及び考え方について把握した。 

¥3,909,600  保健衛生部 

健康推進課 

66 三重県 少子化対策県民運動等推進事業 ①三重県少子化対策推進県民会議を設置・開催し、少子化対策にかかる機運の醸成を図るとともに、平成27年度から5年間の少子化対策計画で

ある「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」の策定に向け、県民会議に「計画策定部会」を設置し、様々なミーティングも行うなどより詳細に

検討を行った。②広く県民の皆さんに少子化対策について考えるきっかけとなるよう、フォーラム・イベントを開催した。③企業における子育てと

仕事の両立などの職場環境づくり機運の醸成を目的に、企業子宝率調査（企業における合計特殊出生率の調査等職場環境の調査）を実施し、子

育てと仕事の両立を上手に進めている企業の取組を表彰し、情報発信を行った。 

¥4,026,222  少子化対策課 

67 岐阜県 少子化対策県民交流会開催事業 シンポジウムの開催。岐阜県では、結婚したい人が結婚でき、子どもを生みたい人が安心して生み育てることができるよう、結婚から妊娠、出

産、子育てまで切れ目のない支援に取り組んでいる。このシンポジウムでは、こうした社会の実現に向け、家庭や地域、企業、行政などそれぞ

れの立場で少子化問題について考え、少子化問題の危機感を共有し、県民運動に対する意識高揚や機運の醸成をはかる。 

¥4,187,603  子育て支援課少

子化対策係 

68 群馬県 ピアサポーター協議会 結婚、妊娠・出産、育児等、自ら選択した人生コースを歩む当事者に年齢が近く、当事者の今おかれている状態（結婚を希望していたり、妊娠中

であるなど）と同じ経験をして間もない方などを、その当事者を支援するピアサポーターとして募集を行った。ピアサポーターの支援活動に当た

っては、教育・医療福祉等の専門家で構成する企画委員会を設置するとともに、ピアサポーター登録、スケジュール調整、広報等の企画を行うた

め協議会の設置を行った。 

¥4,404,943  少子化対策・青

少年課 

69 富山県 富山県少子化危機突破県民大会開催事

業 

結婚、妊娠・出産、育児の切れ目内支援の実施に向け、各ステージの支援のあり方や連携方法について考える「富山県少子化危機突破県民大

会」（分科会、全大会、交流会）を実施。 

¥4,600,000  地方創生推進室 

70 静岡県 

裾野市 

地域少子化対策強化基本計画策定事業 本市の人口を維持し、まちの活力を衰退させないため、より抜本的かつ体系的な少子化対策を検討していくため、「裾野市少子化対策強化基本

計画」を策定し、平成27 年度から平成32 年度までの6 年間の少子化対策の方向性を定めた。 

¥4,693,960  企画政策課 

71 宮崎県 少子化対策フォーラム事業 縁結び応援団、母子保健団体、ＮＰＯ団体、子育て支援センター、企業部会などの結婚、妊娠・出産及び子育ての関係団体のネットワークを図る

ことを目的に、約1,000 名の関係者を集めた全体会や分科会を行う少子化対策フォーラムを開催する 

¥5,000,000  こども政策課 

子育て支援担当 

72 愛媛県 えひめの少子化対策強化フォーラム開

催事業 

結婚・妊娠・出産・育児の一貫した「切れ目ない支援」を行っていくことが重要であることを広く県民に周知、理解してもらうため、少子化対策をテー

マとした愛媛県で初めての「少子化対策強化フォーラム」を開催し、社会全体が一体となって少子化対策に取り組む機運の醸成を図る。 

¥5,543,367  子育て支援課子

育て支援企画係 
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【領域１】 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うための仕組みの構築 

●実績額：300 万円以上（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

73 徳島県 地域少子化対策推進協議会設置事業 ①子育て世帯や独身者を対象に、アンケートによる地域少子化状況調査  ②県内３圏域毎に、県民、医療関係者、婚活支援団体、行政、民間団

体、保育関係者等で構成する地域協議会を設置・開催 ③専門家のネットワークを構築し、妊娠・出産・育児の専門部会の開催 ④地域の実情に

応じた少子化対策の実施に繋げるため、シンポジウムの開催 

¥5,622,819  次世代育成・青

少年課（次世代

人材育成担当） 

74 栃木県 

矢板市 

ミカタ・プロジェクト事業 「これから」と「今」のパパ、ママと民間、地域、行政を結び、みんなでサポート（味方）。情報を見る、調べる方法（見方）もわかりやすいように伝

え、そして情報交換できる仕組み「ミカタ・プロジェクト」を実施する。民間、地域、行政で未来と今のパパ・ママを徹底サポートする。結婚、妊娠、

出産、育児の段階でそれぞれに異なるニーズに合わせた施策を具現化し、PC やスマホ、タブレットといったデジタルメディアで「結婚から育児ま

での情報が全てわかる」ミカタ・プロジェクト情報ポータルサイトを新規構築する。結婚から育児までの切れ目ない支援を行う仕組みを創り、「矢

板市で子育てをし、暮らしていきたい」と思っていただける状態にする。①矢板市の民間・行政の領域を問わず、結婚、妊娠、出産、育児に関する

サービスを知ってもらい、活用してもらう。②矢板市の行政、地域の方々、先輩パパ・ママ、専門家などとの情報・意見交換をすることで、矢板市

のサービスを知っていただく確率を高め、さらに行政と意見交換もできる仕組みにして、実施した施策や事業に対する感想、意見等をいただき満

足度の高いものへと成長させるとともに、不安、不満を同時に解消する。③民間事業者の割引クーポンなどの特典が受けられる仕組みをつくり、

継続して利用したくなる意識づけをする。④単発、単年度企画の終わらせず、地域少子化対策において、利用者の意見を受け、施策の見直しを

図り、また、地域（パパママ・プレパパプレママ）と民間事業者と行政の関係者全員にメリットを見出すことにより、一体で継続性をもたせる。 

¥7,192,800  子ども課 

子育て支援担当 

75 高知県 官民協働による出会いと子育て応援フェ

ア等の開催 

・より多くの県民や団体に、子育ての楽しさや家庭を持つことの大切などを啓発していくため、「出会い・結婚・妊娠・出産・子育て」の全ステージを

一体的に応援する少子化対策推進県民運動フェアの開催 

 （県民参加事業（作品の募集・表彰）の実施を含む。） 

¥7,630,619  地域福祉部 

少子対策課 

76 群馬県 

みなかみ町 

あんしん出産子育てサポートスマートフ

ォン向け携帯アプリ・システム構築事業 

妊娠・出産・育児・子育てに関する体調管理や健診記録などを本アプリを介して自己管理すると共に、県及び町からの情報提供や育児相談（メー

ル）などアプリ内で発信し、安心して妊娠・出産・育児・子育てができるようなきめ細かなサービスを行う。 

¥7,916,400  総合政策課 

77 沖縄県 少子化問題を考えるＴＶ番組制作事業 県が行う少子化対策関連施策や、各市町村が行う子育て関連施策についてＴＶ番組を制作し、周知を図り、県民全体で『結婚・妊娠・出産・育児』に

取り組む機運の醸成を図る。 

¥8,034,717  子ども生活福祉

部 

78 大阪府 婚活・子育て応援事業 若者や子育て世帯等が結婚や子育てを前向きにとらえられる機運を社会全体で共有できるよう、府民の方を対象にフォーラムや意見交換会を開

催するとともに、結婚や子育て等に関する意識調査の研究結果や本イベント内容や先進事例を報告書として取りまとめ、婚活・子育て支援の施

策立案や事業実施につなげていく。 

¥10,337,020  福祉部子ども室 

子育て支援課 

79 高知県 切れ目のない総合的な支援体制づくり ・様々な相談にワンストップで情報提供を行う窓口として「高知家の出会い・結婚・子育て応援コーナー」の開設 

・全てのライフステージを通じた様々な支援制度や相談窓口などの情報を一体的に提供できる仕組みの構築に向けた調査検討 

¥12,349,955  地域福祉部 

少子対策課 

80 東京都 

文京区 

ぶんきょうハッピーベイビー応援団活動

の集大成事業 

結婚・妊娠・出産・育児等の関連企業、ＮＰＯ、自治体関係者によるフォーラムを開催して、様々な観点から少子化対策について考える機会とする

とともに、関係者が一同に会する場をつくることで、相互の顔を見える関係づくりを構築した。ぶんきょうハッピーベイビー応援団の意見を踏ま

え、ハッピーベイビープロジェクト実行委員会と文京区共催により実施。 

¥12,389,600  保健衛生部 

健康推進課 

81 栃木県 子ども・子育て応援セミナー 県民の結婚・妊娠・出産・子育てに関する意識調査を行い、本県の総合計画や子育てプランや施策等に反映させるほか、結婚から子育てまで切

れ目ない支援を社会全体で行っていく機運の醸成のためアンケート調査結果を活用して、結婚から出産までと子育てに関する各セミナーを行

い、3 回目に参加者による総合的な意見交換を行った。 

¥14,372,015  こども政策課 

82 埼玉県 

 

少子化対策関係団体連携支援事業 少子化対策総合サイトの構築 ¥15,027,876  少子政策課 

83 富山県 

富山市 

富山市版母子健康手帳アプリ（父子健康

手帳のアプリ機能あり） 

普及が進むスマートフォンやタブレットといった身近な情報機器から妊娠・出産・子育て期に関する情報の提供等を行う。 ¥15,485,891  富山市保健所健

康課 

84 京都府 少子化要因若者実態調査事業 京都府及び各地域の少子化の要因を社会指標分析や府民意識調査により抽出し、市町村や関係団体等と共有し、地域の実態や府民のニーズに

基づいた効果的・戦略的な少子化対策を実施する。 

¥25,036,560  少子化対策課 

85 千葉県 ICT を活用した官民連携サービスＰＦ形

成事業 

スマートフォンのアプリを活用して、結婚、妊娠、出産。子育てに対する、切れ目のない情報提供や相談受付ができるサービスプラットフォームを

構築するための実証実験を市町村と連携して実施した。 

¥33,651,536  総合企画部政策

企画課 

86 東京都 

豊島区 

としまＦ１会議 消滅可能性都市対策の一つとして、若年女性の仕事、結婚、妊娠、出産、育児、暮らし等に関する意見やニーズを区政に反映し、女性にやさしい

まちづくりに向けた具体案を区に提案するため、「としまＦ１会議」を設置した。Ｆ１会議の提案を受けたものから、区は１１事業８８百万円を２７年

度予算化・事業化した。 

¥3,756,075  総務部男女平等

推進センター 

 

【領域 2】結婚に向けた情報提供等 

●実績額：～100 万円未満 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

1 長野県 

下條村 

結婚相談事業 結婚相談所の設置（※相談所の設置が年度の終わり頃だったため、年度内に相談はなく、予算は確保していたが、人件費が計上されなかっ

た）。 

¥0 ※ 福祉課 

2 群馬県 中学生の赤ちゃんふれあい体験 中学生を対象に、乳幼児とのふれあい体験の場の提供を行った。 ¥6,732  少子化対策・青

少年課 

3 新潟県 

田上町 

中学生向け「結婚・妊娠・出産・子育て」

講演会事業 

結婚にはまだ早い、しかし近い将来の現実として考えることができる中学生に対して、結婚・妊娠・出産・子育てについて正しい知識と必要な情

報等を伝えることで、自分が生まれてから今まで育ってきた家族に立ち戻り、家族について感謝や「家族っていいな」と思う気持ちを育むととも

に、近い将来に訪れる結婚・妊娠・出産・子育てについて、今の家族を一つの目標として、これからのライフプランについて若い頃から考える意

識を高めていくことを狙いとする。 

¥15,000  総務課 

4 茨城県 

笠間市 

結婚を希望するものに対する相談体制

の構築事業 

結婚を望む男女に対し、婚活イベントや各種セミナー等の情報を発信するためのポータルサイトの維持管理 ¥18,468  市民活動課 

5 長野県 

箕輪町 

結婚相談引用ツール強化事業 県が実施する、オンラインマッチングシステム等結婚相談情報について、相談者のプライバシーに配慮した場所で相談ができるようタブレット

端末を配備。 

¥19,440  生涯学習課 

6 茨城県 

笠間市 

結婚を希望するものに対する相談体制

の構築事業 

結婚を希望する男女を対象に男女それぞれにテーマを決めたセミナーの開催 ¥25,000  市民活動課 

7 秋田県 

男鹿市 

地域密着型「結婚サポーター」啓発事業 市全体の結婚支援体制の確立と底上げ ¥97,260  企画政策課 

8 大阪府 

豊能町 

とよのすくすくプラン充実事業① 中学生を対象に長期休業中等を利用して、乳幼児と直接触れ合うことを子育て支援センターや保健センターで集いを開催し、｢子育て」｢命の尊

さ」「将来の家族」について、気付かせる機会を設け、妊娠・出産に関する正しい情報提供を実施した。 

¥97,899  教育委員会 

教育支援課 

9 茨城県 

行方市 

独身者の親等への意識啓発事業 家庭から結婚支援できるよう独身者を持つ親等に対するセミナーの開催 ¥100,000  政策秘書課 

10 島根県 

出雲市 

企業・地域対象縁結び情報提供事業 企業・地域を対象に縁結び情報を提供した。 ¥102,463  縁結び定住課 

11 千葉県 

銚子市 

高校生、大学生を対象とした啓発講座 結婚適齢期を迎える前の高校生や大学生を対象とし、結婚、妊娠、出産、子育てについての正しい知識等を提供し、結婚し家庭を持つことや親

になることの喜びについて考える機会とする啓発講座を市内各校それぞれ１回ずつ実施する。 

¥107,030  地域協働課 
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【領域 2】結婚に向けた情報提供等 

●実績額：～100 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

12 栃木県 

芳賀町 

結婚相談員支援事業 町で結婚支援活動をしている結婚相談員に対して、スキルアップセミナーを実施。 ¥108,000  生涯学習課 

13 茨城県 

日立市 

結婚応援啓発事業 結婚に対する意識の向上を目指して、独身男女を対象に疑似体験を含む結婚応援セミナーを実施 ¥117,564  子ども福祉課 

14 福岡県 

久留米市 

結婚や将来を考えるきっかけづくりセミ

ナー等の実施 

自分自身のライフスタイルや、将来の人生設計を具体的に考える機会を提供するセミナー及び、対人関係能力や個人の魅力を高めるための

ワークショップを実施する。 

¥122,742  子ども政策課 

15 千葉県 県内大学と連携した結婚、妊娠、出産に

関するセミナー 

県内大学と連携し、大学生に対して、妊娠適齢期や高齢出産のリスクなど、妊娠・出産についての正しい知識等を情報提供し、就職や結婚も含

めたライフプランを考えてもらう契機とした。 

¥126,880  総合企画部政策

企画課 

16 茨城県 

取手市 

ウーマンズライフプラン事業 望ましい時期に健やかな妊娠・出産が出来るように支援していく為の企画。２０歳前後の若い女性が自分の体とその仕組みを知りライフプラン

を考えてもらい主体的な生き方の一歩する。 

¥141,000  保 健セ ン タ ー  

保健推進係 

17 兵庫県 

淡路市 

結婚無料相談 独身者からの相談を受け付けて情報提供をした ¥141,400  子育て応援課 

18 茨城県 

行方市 

地域結婚支援者等育成事業 若者抱える恋愛や結婚に関する悩み等の相談に対応できる地域ボランティア等を育成。 ¥150,000  政策秘書課 

19 三重県 

木曽岬町 

教育総合実践推進事業 産婦人科医よる「性教育」の講義を中学生・保護者を対象に実施 ¥160,000   

20 岐阜県 

八百津町 

結婚相談会の開催 定期的な結婚相談会の開催 ¥180,070  総務課 政策調

整係 

21 広島県 

府中市 

女性サポート講座 働く女性や子育て中の世代などを対象に、結婚・出産・子育てに対する意識改革の効果が期待できるような連続講座を開催する。 ¥194,897  女性こども課女

性応援係 

22 長野県 

青木村 

結婚推進啓発事業 ・男性のためのコミュニケーション、魅力アップ等のための講座を開催 ¥200,000  住民福祉課 

住民福祉係 

23 兵庫県 

西脇市 

結婚力向上セミナー関係事業 未婚男性の婚活時の悩みのトップであるコミュニケーション能力を磨くため、結婚を希望する未婚男性を対象にセミナーを実施する。 ¥200,000  総合企画課 

24 熊本県 

八代市 

結婚に向けたセミナーの開催 未婚者や結婚を支援する人や市民団体等を対象にワークショップ形式により「恋せんとセミナー」を開催する。 ¥208,875  企画政策課政策

係 

25 茨城県 

大子町 

結婚よろず相談事業 未婚者やその家族・友人等の相談窓口を設置するとともに，未婚者情報を集積し，結婚活動情報として有効活用をする。 ¥227,240  まちづくり課 

26 島根県 

江津市 

「江津のあったか家族」を増やすぞ！ 

事業 

・高校生が恋愛、結婚、出産・子育てに関する正しい知識を学び、将来家庭を持ち子どもを生み育てたいと思ってもらえるよう、啓発を行う。 ¥258,934  子育て支援課 

27 長野県 

飯島町 

出会い・婚活サポート事業 「飯島町出会いサポートデスク」を設置し、出会い・婚活講座や出会い・婚活から結婚・出産・子育てまで網羅する小冊子等を作成し、結婚に向け

た情報提供や出会いの場の創出を図った。 

¥278,438  企画政策課 

定住促進室 

28 富山県 

砺波市 

縁結びおせっかい事業 結婚を希望する人に対する相談体制の構築 

（結婚相談日の開設、仲人養成講座） 

¥291,700  企画調整課広報

協働係 

29 熊本県 

御船町 

結婚に向けたスキルアップセミナー開

催事業 

専門職を講師とした風疹などの予防接種の重要性、適正な性と生殖などの講座及び結婚に関する各種情報提供、異性との話し方身だしなみを

テーマに開催 

¥299,160  企画財政課 

30 岡山県 

矢掛町 

結婚意識啓発セミナー＆座談会 セミナーと座談会の実施 ¥300,000  総務企画課 

31 長野県 

須坂市 

結婚相談所の設置 委託による結婚相談所の設置 ¥311,000  政策推進課政策

秘書係 

32 茨城県 

 

マリッジサポーター広域交流会事業 県内５地域のマリッジサポーター地域活動協議会が、隣接する協議会及び隣接他県の結婚支援者と交流会を開催する。 ¥313,011  子ども家庭課 

33 長野県 

下條村 

結婚支援事業 結婚への意識向上等を目指したセミナーの開催 ¥324,740  福祉課 

34 富山県 

砺波市 

若者婚育事業 若年層を対象に結婚に向けての意識啓発を図る婚育セミナーの開催 ¥341,990  企画調整課広報

協働係 

35 島根県 

安来市 

やすぎ「はぴこの部屋」結婚相談事業 結婚相談員による結婚相談および相談員の養成講座 ¥346,937  定住企画課定住

係 

36 島根県 しまね縁結びOne Heart事業（セミナー、

情報発信） 

多様な主体が連携した推進体制により行う「魅力アップセミナー・情報発信」 ¥348,566  青少年家庭課 

37 兵庫県 

淡路市 

結婚ニーズ調査 独身者への結婚調査アンケートを行った ¥361,600  子育て応援課 

38 新潟県 

長岡市 

カップル・若者対象セミナー事業 結婚を考えているカップルや夫婦が一緒に結婚、仕事、子育てを考える契機となる講座やコミュニケーションが苦手なために、交際や結婚に向

けた行動に踏み出せない若者を応援する講座を開催する。 

¥366,256  市民活動推進課 

男女共同参画推

進室、生涯学習

文化課まちなか

キャンパス長岡 

39 兵庫県 

淡路市 

結婚活動支援セミナー 結婚活動に前向きに取り組めるよう会話力UP やみだしなみについてのセミナーを 4 回開催した ¥367,000   

40 兵庫県 

宝塚市 

宝塚市地域少子化対策強化事業 市民フォーラムの開催 ¥378,926  子ども政策課 

41 茨城県 

茨城町 

キューピットプラン事業 婚活支援センター「きらりキューピット相談支援センター」を開設するとともに，婚活相談員を配置し，結婚相談や支援等に対応する。また，会員

登録制度を開始。結婚を希望する男女が自信を持ってお見合い等ができるよう，フォローアップするだけでなく，結婚後も見据えた「ライフプラ

ンの巻」等の講座を実施し，安心して子育てができるための情報を提供した。民生委員，事業所等の代表からなる婚活応援推進協議会を開催

し，より効果的な婚活事業の推進を図る。 

¥381,282  社会福祉課社会

福祉グループ 

42 長野県 

須坂市 

スキルアップセミナーの開催 委託によるスキルアップセミナーの開催 ¥382,000  政策推進課政策

秘書係 

43 栃木県 結婚サポーター支援事業 結婚支援に精通している専門家をアドバイザーとして委嘱し、結婚サポーターにアドバイスや研修を行う。 ¥400,000  こども政策課 

44 島根県 

益田市 

婚学力アップセミナー 幸せな人生設計に必要な経済的、精神的は準備について自ら考え学ぶことを目的に結婚や家庭を持つことを前向きに考える婚学力アップセミ

ナーの実施。（内容） ①幸せな人生をいかに築くかを視点に、講師を招き人生設計について学ぶセミナー。 ②コミュニケーション術、身だしな

み術及びマナーアップのセミナー。③妊娠・出産についての正しい知識（妊娠と年齢の関係や男性不妊等）のセミナー。 講師：佐藤剛史 氏

（九州大学大学院助教）「婚学力アップセミナーin益田 思い描く人生を実現する」 

¥408,000  福祉環境部 
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【領域 2】結婚に向けた情報提供等 

●実績額：～100 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

45 鹿児島県 世話やきキューピッド活躍支援事業 世話やきキューピッド（ボランティア）が行う独身の男女の結婚への支援，さらには様々な相談への対応など地域での日常活動を促すととも

に，キューピッド活動を新たに支援するため，県内７か所で情報交換会を開催するととも活動用のチラシを配布した。 

¥409,975  青少年男女共同

参画課少子化対

策係 

46 広島県 

三原市 

結婚スキルアップセミナー 独身者を対象に，結婚に対する不安を払拭し，結婚への準備を前向きに始めるためのセミナーを開催する。 ¥424,440  子育て支援課子

育て支援係 

47 島根県 

海士町 

結婚に向けた情報提供事業 ①結婚相談員の配置 

②結婚相談会の実施 

¥430,000  地域共育課 

48 長野県 

池田町 

結婚推進事業 独身男女に対して松本大学ホスピタリ-学科の益山ゼミとタイアップし、①恋愛・結婚②出産③家族愛④子育てについてシリーズで「結婚セミナ

ー」を開催することにより、将来設計の感覚を身に付けた。又、地域住民が設立した「ＤＩネット」の結婚相談員に対して研修会を開催し、多くの独

身男女の橋渡しのための基礎研修を行った。これらを通し、独身者の意向を把握して、今後の推進事業の方向性を明確にした。 

¥440,000  教育課 

49 山梨県 結婚支援セミナー 結婚を希望する若者を対象にコミュニケーション能力向上や、心構え、マナー、身だしなみ等のセミナーを開催する。 ¥449,324  企画県民部県民

生活・男女参画

課 

50 佐賀県 

白石町 

婚活サポート事業 婚活サポーターの設置 ¥450,000  企画財政課 

51 静岡県 

裾野市 

婚活コミュニケーション能力向上セミナ

ー 

異性とのコミュニケーション能力向上を図るため、静岡県が開催した基礎講座を踏まえ、当市が実践講座を開催。 ¥451,200  H26地域振興課 

H27生涯学習課 

52 大阪府 

泉南市 

親育て支援促進事業 次世代の親（小・中・高生・若者）を対象とした乳幼児とのふれあいの場の提供や、「命の学習」をとおして結婚・妊娠・出産・育児に関する正しい

情報提供を行う。 

¥465,052  保育子育て支援

課 

53 北海道 大学と連携した次代の親づくりセミナー 近い将来、結婚して家庭を持つであろう大学生を対象に、子どもを生むこと等の素晴らしさや少子化の現状について映画や講演を通して理解

を深めてもらうセミナーを開催。 

¥525,858  子ども子育て支

援課 

54 山梨県 ライフデザイン講師派遣事業 企業等の学習会や研修会にライフデザインの講師を派遣する。 ¥530,443  企画県民部県民

生活・男女参画

課 

55 広島県 

府中町 

ハッピーウエディングセミナー事業 未婚の男女を対象に結婚への意識啓発セミナーを実施 ¥585,360  子育て支援課 

56 香川県 

 

恋愛学講座（結婚アカデミー）事業  高校生や大学生を含む若い世代に恋愛や結婚について考えてもらうことを目的にセミナーを開催する。 ¥595,462  子育て支援課 

57 石川県 

かほく市 

結婚に関するセミナー、スキルアップセ

ミナー開催 

結婚に対する意識啓発を図るため、結婚に関するセミナーや市内事業者（理容店、美容室等）と連携したスキルアップセミナーを企画・開催す

る。 

¥599,508  子育て支援課 

58 茨城県 

大子町 

結婚シンポジウム事業 結婚についての講話や意見交換を行い，未婚者の結婚意識の醸成を図る。 ¥600,000  まちづくり課 

59 静岡県 

牧之原市 

男子力・女子力アップスクール事業 男女別又は合同で専門家におけるスキルアップに係る講話や実践、男女合同でのコミュニケーション力を向上させるワークショップを行った。 ¥624,792  社会教育課 

社会教育係 

60 広島県 

北広島町 

魅力アップ講座 結婚推進効果を上げるためのワークショップ ¥627,343  福祉課  

子育て支援室 

61 京都府 

京丹後市 

婚活まるごとサポート事業 婚活支援センターを開設し、結婚希望者への情報提供、「婚活サポート企業」「世話やき隊」の登録、婚活支援団体等で構成する連絡協議会の

設立等を実施。 

¥632,000  企画総務部 

企画政策課 

少子化・定住対

策係 

62 栃木県 

芳賀町 

結婚希望者支援事業 婚活力アップに結びつけるためのセミナーを行い、セミナー内容を芳賀チャンネルで放映参加できなかった結婚希望者にも情報提供すること

により費用対効果を高める。 

¥648,000  企画課・生涯学

習課 

63 長野県 

長野市 

ふれ愛ながの婚活「夢先案内人」制度 地元の世話焼きさんとして、成婚に至るまでに必要な知識やスキルを習得し、結婚を希望する者を支援できるような人材を発掘する。 ¥653,397  こども未来部 

こども政策課 

64 長野県 

駒ヶ根市 

男塾女塾（スキルアップ）・婚活講演会事

業 

個人が自分を磨くことができるスキルアップ講座（３回）と本人及び支援者向けの婚活講演会を開催 ¥696,930  保健福祉課 

65 静岡県 

富士宮市 

であい力アップ事業 未婚者及び未婚者の親を対象とした、恋愛や結婚のための力を向上させるための実践講座の実施。 ¥699,840  子ども未来課子

育て支援係 

66 茨城県 

笠間市 

結婚を希望するものに対する相談体制

の構築事業 

結婚を望む男女に対し、婚活イベントや各種セミナー等の情報を発信するためのポータルサイト構築 ¥702,540  市民活動課 

67 島根県 

益田市 

婚活サポーター養成講座 ①婚活サポーターの募集（市報による広報や益田商工会議所による誘致企業に対するのサポーターの募集の要請活動）。②婚活サポーター

の養成（市内講師による『婚活相談員対象スキルアップセミナー ～縁結びを実現させるために～』の開催 ・婚活サポーター申込者に対す

る、先進的養成講座（全国結婚支援セミ ナー）への参加による養成）。 

¥703,257  福祉環境部 

68 石川県 婚活支援促進セミナー開催事業 地域における結婚支援を促進するため、自治体、企業等を対象とした、婚活に関する各種セミナーを開催。 ¥724,478  健康福祉部少子

化対策監室 

69 岡山県 

総社市 

赤ちゃん登校日事業 市内全中学校と高校へ赤ちゃんと母親が登校し、授業に協力。助産師の命のお話、赤ちゃんとのふれあい体験授業。 ¥733,500  こども課母子保

健係 

70 栃木県 

芳賀町 

芳賀チャンネル番組放映事業 芳賀チャンネルによる結婚・妊娠・出産・育児相談に関する情報提供、結婚や家庭の意義の啓発、結婚に関する知識の普及を目的とした番組を

作成し、テレビで放映。 

¥756,000  企画課 

71 栃木県 

益子町 

結婚を希望する者に対する相談体制の

構築事業 

周辺市町と合同で結婚希望者への情報提供を行うためのシステムを構築し、結婚セミナー、婚活登録者への情報提供を行う。 ¥761,008  健康福祉課 

72 茨城県 

城里町 

結婚を希望する者に対する相談体制の

構築事業 

１市３町と合同で結婚希望者へのセミナー情報や結婚に向けた情報を提供し結婚に向けたサポートをする。 ¥761,040  健康福祉課 

73 岡山県 結婚応援者スキルアップセミナー事業 結婚支援NPO や行政担当者、市町村の結婚推進員等の「結婚応援者」を対象にスキルアップセミナーを開催 ¥776,520  保健福祉部子ど

も未来課 

74 兵庫県 

三木市 

「結婚したいなガイドブック」の作成 結婚への動機づけとなるリーフレットの作成と配布 ¥777,600  子育て支援課家

庭支援Ｇ 

縁結び課 

75 東京都 

豊島区 

女性のライフプラン形成のための健康

相談事業 ”女性の専門相談” 

40歳までの女性のこころとからだの健康課題について、学ぶ機会とし、多職種（産婦人科医師、助産師、保健師、栄養士、歯科衛生士）による専

門相談を行う。合わせて、結婚・妊娠・出産・子育て等の情報提供、女性のための骨太健診で助産師による妊孕力啓発ミニ講座の実施、希望者

に女性のメンテナンス体操（保育つき）を実施する。 

¥780,918  池袋保健所健康

推進課 

76 岐阜県 婚活予備校事業 県内５カ所（各圏域ごと）で「結婚支援セミナー」を実施する。参加対象者（独身の男女各２０名）に対し、自己分析をさせ、相性診断を行い、異性

に対する個別のアプローチの仕方を学ぶ。 

¥792,000  子育て支援課少

子化対策係 
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77 岡山県 

総社市 

結婚・妊娠から出産までのライフ・プラン

ニングシンポジウム 

・「妊娠・出産に係るお金の話」「出産後の子育てサービス」「ワーク・ライフ・バランス」をテーマにした講演とシンポジウム ¥850,260  こども課子育て

支援係 

78 群馬県 婚活スキルアップセミナー 婚活イベントに自信を持って参加できるよう、ロールプレイを中心としたワークショップを開催した。 ¥869,092  少子化対策・青

少年課 

79 新潟県 

胎内市 

ブライダル・アドバイザー事業 市内に勤務する営業職などの方をブライダル・アドバイザーに委嘱し、各企業・商店への営業活動の傍ら、出会いを求めている方たちの情報

を収集し、結婚相談等のサポートを行う。 

¥912,138  こども支援課 

総合政策課 

80 福岡県 

北九州市 

結婚に関するセミナーやスキルアップ

研修の開催 

①子ども・若者応援センター「ＹＥＬＬ」での研修 

②ユースステーションでの講座実施 

¥941,111  青少年課 

81 三重県 

伊勢市 

伊勢市ライフステージバックアップ事業 ライフステージを考えるワールドカフェ及び結婚に向けた情報提供のためのシンポジウムの開催 ¥954,957  市民交流課 

82 山口県 「結婚や家族のすばらしさ」を考えるフォ

ーラムの開催 

「結婚や家族のすばらしさ」を考えるフォーラムの開催 ¥963,803  こども政策課 

83 島根県 

浜田市 

若者の結婚意識向上支援事業   企業等に対し結婚活動への意識調査や啓発活動 ¥986,176  政策企画課 

定住婚活推進係 

84 群馬県 高校生のライフデザイン講座 高校生を対象に、ライフデザインについて考える学習の機会を提供した。 ¥998,969  少子化対策・青

少年課 

 
【領域 2】結婚に向けた情報提供等 

●実績額：100～300 万円未満 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

85 茨城県 

行方市 

結婚活動コンテンツ作製事業 結婚を希望する若者を支援する体制を整備。 ¥1,023,300  政策秘書課 

86 大阪府 

豊能町 

教養セミナー事業 若い世代に子どもを産んでみよう、育ててみようという気持ちを芽生えさせるため、結婚の重要性、妊娠、出産に関する正しい知識と専門的な

観点から知識の提供、び豊富な子育て経験を通して子育ての大切さ、楽しさ、ライフプランニングなどをわかりやすい内容で講演会を実施し

た。 

¥1,037,558  教育委員会 

生涯学習課 

87 富山県 

南砺市 

結婚力向上人材育成プロジェクト 未だ結婚できない者の結婚力を向上させ成婚へと導くため、アンケート調査や面談等により本人の適性を把握し、『婚活カルテ』の作成や、相

談（診断）等を市で行った。その結婚カルテ等に基づき、本人の結婚力のスキルアップ講座を6回開催し、成婚へ導くような先駆的な取組みを実

施。また、交際に至った者を対象として結婚に向けてのサポートを行うため、結婚サポーター『なんとおせっ会』会員を対象として、独身者への

上記結婚カルテ等に基づいた相談対応力を向上させる研修会を3 回実施し、結婚に向けたきめ細かな取組みを実施した。 

¥1,070,000  南砺で暮らしま

せん課 

88 福井県 

鯖江市 

婚活スキルアップセミナー開催事業 「妊孕性」に関する正しい知識の提供。・真剣に結婚に向き合う意識の醸成。 ¥1,108,769  児童福祉課母子

児童グループ 

89 富山県 

立山町 

出逢い応援事業「おむすびくらぶ」 婚活サポートセンター「おむすびくらぶ」を設立し、結婚相談・セミナー開催・仲人活動をとおして成婚に繋げていく。 ¥1,115,866  企画政策課 

90 秋田県 

男鹿市 

結婚虎の巻作成事業 結婚に対する意識醸成を図るための情報提供 ¥1,134,785  企画政策課 

91 大阪府 

大東市 

結婚サポートスキルアップ事業 結婚に対しての啓発や情報提供を行い、結婚知識や心構えを学べる講座を実施。 ¥1,150,000  政策推進部 

企画経営課 

92 福井県 地域の縁結びさん活動促進事業 縁結び活動を行う支援者同士のマッチングのための情報交換会を行うとともに、募集説明会や研修により広く地域の中で新たにボランティアで

縁結び活動を行う支援者を募り、縁結び活動のネットワークを拡大する。 

¥1,155,117  子ども家庭課 

93 京都府 大学生への結婚・妊娠・出産等の広報・

啓発 

大学生に、自身の結婚・妊娠・出産・育児など人生設計について考える機会を作ってもらうための啓発マンガ冊子を作成。 ¥1,194,480  少子化対策課 

94 岐阜県 

下呂市 

ラブリッジサポーター事業 市民や企業から、未婚者、結婚に意欲のある方と相談員との架け橋となるサポーターを募り、結婚支援を強化する。 ¥1,248,000  社会福祉課 

95 福島県 

矢祭町 

矢祭町結婚支援事業（プロジェクトＹ事

業） 

町内の未婚者の結婚難を解消し、更に少子化対策、次世代育成に向けた活動をする。また、結婚の支援並びに出会いの機会の創設を促進す

ることを目的とする。 

¥1,270,000   

96 山形県 高校生ライフデザインセミナー実施体制

構築事業 

県外外部講師及び県内外部講師によるセミナーとワークショップの開催。県内講師の育成及び高校教諭への普及啓発。 ¥1,291,060  子育て推進部 

子育て支援課 

97 新潟県 

湯沢町 

湯沢町少子化対策・子育て支援強化事

業 

ポータルサイト構築事業 ¥1,300,000  子育て支援課 

98 鳥取県 

米子市 

ヨネギーズ赤ちゃんファミリー応援大学 結婚・妊娠・出産・育児に関する専門分野に秀でた講師による講演会の開催。 ¥1,362,716  福祉保健部健康

対策課庶務係 

99 福岡県 

大木町 

 「これから羽ばたく２０歳の君へ」啓発

冊子作成及びＳＮＳを活用した啓発 

“結婚”を中心テーマに据えて、そのために必要な知識や情報を一元化した冊子を町民参画のもとで作成する。なお作成に当たっては、SNS を

活用し、若者の結婚観を探るとともに、町民向けに、意見や体験談を募る。 

¥1,387,800  こども未来課子

育て支援係 

100 山形県 

鶴岡市 

つるおか“婚シェルジュ”養成プログラ

ム 

ボランティアとしての人材の掘り起こし、育成による、地域の未婚者に対する支援策の強化を図り、未婚者の背中を後押しする環境づくりの推

進 

¥1,432,408  地域振興課 

101 秋田県 

男鹿市 

男鹿日本海花火から目指すは Happy 

Wedding 事業 

ＰＲ映像の製作・放映を通じた結婚促進 ¥1,450,440  企画政策課 

102 熊本県 

熊本市 

若者に対する結婚・妊娠・出産・子育て

に関する情報提供及び意識啓発事業 

大学生を中心にこれから子育て世代となる若者に少子化の現状に関する情報提供・意識啓発を行い、同時に意識変化の効果検証を行う。 ¥1,471,880  子ども支援課 

103 栃木県 

矢板市 

高校生パパママ相談室事業 矢板市内の高校生を対象に、結婚、妊娠、出産、育児に関することを課外授業する。各ステージの専門家や経験者を招き、結婚に関する知識、

年齢と妊娠の関係、妊娠・出産に関する正しい知識、育児に必要な知識やその意義、そして、素晴らしさなどを講演し、生徒からの質問、疑問に

も答えていく。 また、その模様を FM ラジオで放送し、意見や質問も受け付け、ホームページに掲載するとともに、新規に立ち上げる「矢板市

結婚・妊娠・出産・子育てポータルサイト」の主役であるパパママ・プレパパプレママとの情報交換等もできるようにして、結婚のよさ、育児の苦

労や楽しさなどリアル感ある情報交換ができる。この施策を通して、結婚、妊娠、出産、育児に関する意識や関心を深める。 

¥1,533,600  子ども課 

子育て支援担当 

104 静岡県 

三島市 

健幸家族づくり推進事業 

「就活」の次は、「婚活」「妊活」「育活」で

す！ 

20歳から45歳の未婚者に対して、結婚前の段階から、結婚・妊娠・出産・育児に関する知識や体験を付与するための啓発・情報交換・セミナー・

体験学習を行う。 

¥1,535,361  健康づくり課 

105 滋賀県 

高島市 

たかしま結びと育ちの応援団事業 未婚の男女を対象としたマナー・身だしなみ講座の開催。高校生を対象とした講座の開催。未婚男女を抱える家族・男女の出会いボランティア

活動経験者を対象とした講座の開催。市内デートスポットの公募・公開。 

¥1,544,048  子育て支援課 

 



152 

【領域 2】結婚に向けた情報提供等 

●実績額：100～300 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

106 奈良県 なら結婚応援メッセージ事業 成婚者からもメッセージや企業や団体からの応援メッセージ発信や、結婚応援セミナーの情報提供を行う。 ¥1,546,048  子育て支援課子

育て支援係 

107 静岡県 

伊豆の国市 

サポーター養成事業 結婚から妊娠・出産・育児までのライフステージを一貫し、安心して暮らせる市民を増やす。 ¥1,578,000  社会福祉課 

108 佐賀県 

伊万里市 

婚活の意識を高めスキルを学ぶセミナ

ー開催事業 

１．婚活推進啓発セミナーの開催。２．婚活応援者育成セミナーの開催。３．自分磨きセミナーの開催。 ¥1,590,000  婚活応援課 

109 京都府 

 

「であいサポーター」養成事業費 結婚を希望する若者男女の支援や助言等を行うための「出会いサポーター」を養成する。 ¥1,674,000  少子化対策課 

110 静岡県 妊娠・出産のための健康づくり事業 妊娠・出産に関する知識を学ぶために必要なツール作成と人材養成 ¥1,685,022  こども家庭課 

母子保健班 

111 山形県 結婚・子育てポジティブキャンペーン事

業 

・山形で結婚・出産・子育てすることの良さを伝えるテレビCMの作成・放送 

・県HP等での CM動画の発信 

¥1,686,744  子育て推進部 

子育て支援課 

112 愛媛県 愛顔の赤ちゃんふれあい授業開催事業 中学生を対象に、赤ちゃんとその母親とのふれあう機会を提供することにより、命の大切さ、赤ちゃんが持つ周りの人たちを幸せにする力を体

感するとともに、子育ての大変さと喜びを感じ、子どもを育てていくことや命の大切さ学ぶ。 

¥1,907,636  子育て支援課 

子育て支援企画

係 

113 長野県 

長野市 

マリッジマッチング応援事業 結婚観、家庭観について考え方を醸成するとともに、「講座型セミナー」や「体験型セミナー」等を複数回開催し、成婚までの過程を支援する。 ¥1,922,400  こども未来部 

こども政策課 

114 福岡県 

北九州市 

若者への結婚に関する情報提供 ①若者向けホームページの改修 

②地域コミュニテチィ誌を活用した情報発信 

¥1,990,400  青少年課 

115 熊本県 

熊本市 

未婚者に対する情報提供および意識啓

発事業 

未婚者に対し未婚化・晩婚化、本市の現状等についての情報提供を行い、結婚から子育てまでについての理解や意識の醸成を図る ¥1,990,980  子ども支援課 

116 三重県 みえの出逢い支援事業 結婚を望む人が結婚できる地域社会の実現に向け、内面を引き出すための三重県独自のコミュニケーション・ツールの作成・普及、アドバイザ

ー派遣や市町職員等のコーディネートスキル向上のための研修会開催などに取り組む。 

¥1,997,700  少子化対策課 

117 栃木県 

 

とちぎ子育て支援普及啓発事業 ＦＭラジオを通じて結婚から子育てまで行政が行うサービスや民間の取組、不妊治療等の正しい知識等の情報提供を行った。 ¥2,041,200  こども政策課 

118 島根県 

川本町 

若者に対する結婚意識醸成事業 地域の若者が、町内の三世代のモデル家庭を訪問し、様々な意見交換をおこない、結婚から子育てまでの意識の醸成を図り、まとめパンフレ

ットを作成、配布する。 

¥2,127,000  健康福祉課 

119 富山県 

魚津市 

こうのとりプロジェクト 「出会い・結婚」について、対象となる若者や未婚者の実情を把握し、働きかける①結婚観インタビュー事業②若手社員研修交流事業③イクボ

ス研修事業④魚津型結婚式コンテスト事業⑤魚津型結婚式モデル事業 

¥2,152,536  企画総務部企画

政策課企画総務

部地域協働課 

産業建設部商工

観光課 

120 香川県 地域の出会い応援団事業 親世代を中心に、「結婚活動をしないと結婚できない時代」という現実もあることを知ってもらうためのシンポジウムを開催し、親として、地域の

一員としてできることを紹介するとともに、親向けの冊子を作成する。 

¥2,159,089  子育て支援課 

121 広島県 

府中市 

新子育て支援総合サイト構築 既存の子育て支援ポータルサイトに結婚・妊娠・出産に関する情報を加えて再構築する。またスマートフォンアプリ化により情報交換や相談対

応など双方向で情報共有できる機能を加える。 

¥2,160,000  女性こども課女

性応援係 

122 長崎県 婚活サポート事業(1)婚活サポーター養

成 

結婚を応援する『縁結び隊』を養成し、結婚に向けたサポートを行う ¥2,278,676  こども未来課 

総務企画班 

123 兵庫県 

淡路市 

ライフプランニングガイドブック（子育て

情報誌）作成・発行 

地域の出会いから子育てまでを網羅した情報誌を作成し、発行した。 ¥2,296,000  子育て応援課 

124 静岡県 

富士宮市 

サポーター育成・登録、地域情報力アッ

プ事業 

既婚男女を対象とした結婚や育児の総合的サポーター育成講座の開催、サポーター認定、及び情報発信サイトの作成・運営。 ¥2,299,320  子ども未来課子

育て支援係 

125 静岡県 ふじのくに妊活応援プロジェクト事業 妊娠に必要な情報提供と男性不妊にも着目したシンポジウム・交流会の開催 ¥2,386,994  こども未来課 

子育て支援班 

126 静岡県 

沼津市 

コミュニケーションスキルアップセミナー 異性との交流に苦手意識を感じている独身男女を対象とした異性間ミュニケーション能力上昇のためのセミナーの開催.。 ¥2,447,000  政策企画課企画

係 

127 和歌山県 和歌山結婚支援事業 地域で独身男女の結婚の世話をするボランティアを募集し、研修を行った後、「サポーター」として認定する。 ¥2,460,624  子ども未来課 

子育て支援班 

128 茨城県 マリッジサポーター草の根よろず相談事

業 

マリッジサポーターによる結婚相談会の開催 ¥2,499,090  子ども家庭課 

129 愛媛県 えひめの次代を担う親づくり推進事業 近い将来、親になる可能性のある大学生を対象に、自らのライフデザインを考え、結婚や子育て等をイメージすることができる取組みを実施す

る。 

¥2,776,880  子育て支援課 

子育て支援企画

係 

130 石川県 結婚支援講座開催事業 結婚を考えているが異性とのコミュニケーションの取り方などに不安を持つ独身男女に専門講師が異性とのコミュニケーションの方法等を指

導。 

¥2,817,092  健康福祉部少子

化対策監室 

131 福岡県 

北九州市 

結婚や家族を持つことについての啓発 ①北九州市成人式における啓発コーナー開設・講演会等の開催 

②啓発パンフレットの作成・配布 

¥2,957,826  青少年課 

 
【領域 2】結婚に向けた情報提供等 

●実績額：300 万円以上 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

132 新潟県 

田上町 

結婚推進事業 近年の未婚率上昇の要因として、対人関係能力の低下や、結婚生活が多様化する中から自力で理想の結婚相手を見つけることの困難さが考

えられる。このため、結婚を希望する者とその親を対象にしたワークショップやセミナーを開催し、結婚に対する啓発・情報提供を行うことによ

り、結婚を希望する者が結婚できるよう支援を行う。 

¥3,077,014  総務課 

133 石川県 若者と親子とのふれあい交流事業 高校生や、小中学校の生徒・児童と親子との交流事業を各学校で授業に取り入れるためのプログラムの開発や普及を実施。 ¥3,194,204  健康福祉部少子

化対策監室 

134 大阪府 切れ目のない支援のためのポータルサ

イト制作及び広報活動事業 

結婚・妊娠・出産・子育てのライフステージに応じて切れ目ない支援を行うため、ポータルサイトを構築し、行政機関の手続き・相談窓口や、結

婚・妊娠・出産・子育てに関する講座など、役立つ情報の発信を行う。 

¥3,301,000  福祉部子ども室 

子育て支援課 

135 栃木県 

宇都宮市 

結婚・妊娠・出産・子育てへの憧れを醸

成するＣＭ作成事業 

未婚率の上昇を抑制するためには，青少年が自分自身の結婚観や家族観を形成するための意識の醸成を図ることが重要であるため，青少年

が結婚や子育てを具体的にイメージできるようになる周知啓発を実施する。 

¥3,365,562  子ども部子ども

未来課 
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【領域 2】結婚に向けた情報提供等 

●実績額：300 万円以上（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

136 鹿児島県 かごしま結婚支援情報提供等事業 県，市町村，地域活動団体等で構成する「かごしま結婚支援連絡会議」を開催し，県全体で，結婚支援の取組を推進するとともに，結婚支援講演

会及び結婚支援フォーラムを開催した。 

¥3,456,853  青少年男女共同

参画課少子化対

策係 

137 山形県 やまがた結婚サポートセンター広域展

開事業 

出張登録会の開催。「出逢いやまがた（1対1 の出逢い支援サービス）」を運用してのお見合い支援。センターの広域展開に係る PR。 ¥3,474,134  子育て推進部 

子育て支援課 

138 東京都 

文京区 

結婚・妊娠・出産・育児等に関する啓発

冊子の作成・配布 

成人用・中学生用の冊子２種類を作成し、様々な啓発活動に活用するとともに、中学生用は、教育委員会と連携して、学習教材として区立中学３

年生全員に配布。 

¥3,493,800  保健衛生部 

健康推進課 

139 静岡県 であいの力向上事業 若者やひとり親を対象としたセミナーや相談会の開催 ¥3,538,660  こども未来課 

こども家庭課 

140 静岡県 エンゼルパワースポット展開事業 NPO や企業等のネットワークの構築とモデル的な取組に対する支援 ¥3,596,934  こども未来課 

少子化対策班 

141 香川県 結婚・妊娠・出産・育児までのライフデザ

イン普及事業 

若者に対してライフデザインについての情報提供を行うための講演会やセミナーを開催するとともに、若者の結婚、妊娠、出産、育児に対する

イメージの把握、結婚しない理由の調査及び結婚支援に対する意見聴取を行い、必要な支援方法を検討する。 

¥3,608,958  子育て支援課 

142 茨城県 いばらき結婚支援体制創造事業 ①マリッジサポーターによる結婚支援活動の成果をＰＲ。②結婚支援研修交流会の開催。 

 

¥3,631,776  子ども家庭課 

143 岩手県 結婚、妊娠・出産に係る啓発・情報提供

事業 

情報発信力の高い地元テレビ番組を活用し、結婚及び妊娠・出産等に関する切れ目のない支援のための啓発・情報提供の実施。 ¥3,642,450  子ども子育て支

援課 

144 北海道 

旭川市 

私の未来プロジェクト事業 小中学生等に対して，命の大切さや親となることの意識を育む機会を提供する。 ¥3,707,632  子育て支援部 

145 横浜市 【学生・未婚者に向けた啓発・情報提供】 結婚・妊娠・出産・子育ての「切れ目ない支援」として、学生や未婚者に向け、様々な機会をとらえ、多様な手法により、ライフプランやロールモ

デル・支援メニューを提示し、自身の働き方や生き方について考える機会を提供することを目的とする。 

¥3,727,235  企画調整課 

146 福島県 「復活！世話やき人」活躍推進事業 結婚後、妊娠・出産から子育てまでライフステージに応じた支援を地域で行う「世話やき人」を育成し、団体活動参加などに結びつける。さらに、

ラジオやタウン誌を活用し、世話やき人についての情報発信を行う。 

¥3,751,598  こども・青少年政

策課 

147 東京都 

豊島区 

としまF1会議 消滅可能性都市対策の一つとして、若年女性の仕事、結婚、妊娠、出産、育児、暮らし等に関する意見やニーズを区政に反映し、女性にやさし

いまちづくりに向けた具体案を区に提案するため、「としまＦ１会議」を設置した。Ｆ１会議の提案を受けたものから、区は１１事業８８百万円を２

７年度予算化・事業化した。 

¥3,756,075  総務部男女平等

推進センター 

148 岡山県 妊娠、出産の正しい知識普及啓発事業 中高生など若い世代へ妊娠、出産の正しい普及を効果的に行うためのプログラム作成、講師の研修実施により、学校や地域での効果的な普

及啓発 

¥3,870,000  保健福祉部健康

推進課 

149 京都府 

 

体験・学習プログラム作成事業 高校生に対し、家族の大切さや子育ての楽しさを体験できる「実践プログラム」を作成し、実施する。 ¥3,936,937  社会教育課 

150 鳥取県 結婚イメージアップ事業 成婚者の体験談を幅広に収集し、情報発信を行うことで、若者の結婚に係る不安感の解消を図り、結婚をより身近に感じてもらうことを目的とす

る。 

¥4,059,999  福祉保健部子育

て王国推進局子

育て応援課 

151 奈良県 なら結婚応援セミナー事業 結婚意欲の向上。婚活者のスキルアップ に関するセミナーの開催。 ¥4,091,514  子育て支援課子

育て支援係 

152 福島県 

いわき市 

結婚支援事業 １ 結婚支援事業（ニーズ調査、セミナー開催、情報サイト創設）。２ 結婚支援員、結婚サポーター事業（マッチングの実施）。 ¥4,233,439  市民協働部市民

協働課協働推進

係 

153 徳島県 企業婚活支援ネットワーク構築事業 企業・団体間の婚活支援ネットワークセンターの設置。結婚支援コーディネーターの養成 ¥4,500,000  次世代育成・青

少年課（若者・青

少年育成担当） 

154 山形県 ライフデザイン形成情報発信・交流事業 大学生向けライフデザインセミナーの開催。新聞・フリーペーパーによる情報発信。ライフデザイン形成交流会の開催。 ¥4,608,140  子育て推進部 

子育て支援課 

155 高知県 婚活セミナー及び独身者育成セミナー

の開催 

マナーなど基礎的な婚活セミナーの開催 

人間総合力育成を目的とした継続セミナーの開催及び婚活セミナー講師の育成 

¥4,750,677  地域福祉部 

少子対策課 

156 香川県 

多度津町 

人口４３人の島で結婚・妊娠・出産・育児

を考える事業 

少子高齢化社会について疑似体験と座談会を行い、ラジオやブログを活用して女王発信する。 

活動全体をまとめた冊子を作成して配布する。 

¥4,816,000  政策企画課 

157 神奈川県 大学におけるライフキャリア教育支援事

業 

ライフステージに応じて自らの希望に沿った生き方ができるよう、大学等とともにライフキャリア教育のモデル事業を実施し、授業案を作成す

る。 

¥4,902,329  人権男女共同参

画課 

158 宮崎県 結婚支援ポータルサイト等情報発信事

業 

結婚支援に関するポータルサイトの作成 

子育て支援強化ポータルサイトの作成 

¥4,905,360  こども政策課 

子育て支援担当 

159 埼玉県 

 

ライフデザイン支援事業 未婚者を対象としたライフデザイン支援講座 ¥5,160,000  少子政策課 

160 新潟 

燕市 

すこやか家族応援情報ページ配信事業 ホームページを新たに設置し、新潟県と民間団体と連携を図りながら婚活情報、行事、支援施設等の紹介など結婚、妊娠・出産、子育てに関す

る情報を一元的に配信し、切れ目のない支援の取り組みを図る。 

¥5,308,400  教育委員会子育

て支援課総務係 

161 静岡県 少子化対策ユースプロジェクト推進事業 少子化対策に関する大学生による企画提案及び事業実施 ¥5,492,243  こども未来課 

少子化対策班 

162 福岡県 

中間市 

結婚応援PROJECT事業 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援のうち、結婚に向けた支援を行う事業 ¥5,598,686  企画政策課企画

係 

163 栃木県 幸せエピソード作成事業 結婚、妊娠・出産、子育てをテーマとした各ライフステージにおいて心に残るエピソードを募集し、映像と冊子により結婚等の機運の醸成を行っ

た。 

¥5,708,000  こども政策課 

164 北海道 結婚応援フォーラム開催事業 地域の若者の結婚を応援したい人や団体、適齢期の子を持つ親や家族、結婚を考える当事者を対象としたフォーラムを開催。 ¥5,735,950  子ども子育て支

援課 

165 静岡県 「イクカジ」高校生養成事業 高校生対象の育児・家事の多段階ノウハウ検定アプリの作成・普及 ¥5,820,450  こども未来課 

少子化対策班 

166 神奈川県 

 

マイライフプラン・サポート事業 妊娠・出産に関するカラダの仕組み、男子･女子の役割、妊娠・出産の適齢期を知り、自らのライフプランを考えるための普及啓発。 ¥5,994,000  健康増進課 

167 宮城県 思春期健康教育推進事業 ピアカウンセリングを行う若者の育成を進め，知識の普及及び意識の啓発を推進していく。より継続的かつ効果的に実施するために，その若

者を育成するための指導者を全県的に育成することとし，中学校及び高等学校の養護教諭や各市町村の保健師，助産師等を対象とした研修を

実施する。 

¥6,004,800  子育て支援課 

168 福岡県 ふくおか結婚応援リーダー養成事業 ・地域の実情に応じて、結婚相談、結婚に関する情報提供、仲人的役割を担う「ふくおか結婚応援リーダー」を養成する研修会・情報交換会の実

施 

・結婚前の者を対象に、結婚サポートセミナーの実施 

¥6,339,167  子育て支援課 

出会い・子育て

応援係 
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【領域 2】結婚に向けた情報提供等 

●実績額：300 万円以上（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

169 神奈川県 若者のためのワーク・ライフ・バランス

交流会 

 働きながら結婚・育児が可能であることを実感できるよう、就業前後の時期から自分の将来を見据えて働き方を考える交流会等を実施。 ¥6,397,372  労政福祉課 

170 香川県 結婚ポジティブキャンペーン事業  「夫婦の愛」、「家族の愛」などの大切さ、「愛を相手に伝えること」の大切さを再認識するとともに、結婚や子育てに対するイメージをポジティ

ブなものにするためのキャンペーンを実施する。 

¥6,916,544  子育て支援課 

171 秋田県 秋田で結婚！応援事業 市町村や民間関係者等と連携しながら、本県の結婚支援の取組情報の発信及び、首都圏の独身男女に向けて秋田での結婚に関する情報を提

供 

¥7,204,012  人口問題対策課

出会い・結婚支

援班 

172 新潟県 「結婚いいね」発信事業 若者に対して結婚に対するポジティブメッセージを発信するフォーラムを開催するとともに、その内容を広く周知する。 ¥7,262,775  児童家庭課 

173 青森県 ポジティブキャンペーン効果検証事業 結婚や子育てに対する地域全体の機運の醸成のためのテレビ CM 放映及び放送後のアンケート調査による効果検証 ¥7,468,200  こどもみらい課

子育て支援グル

ープ 

174 山梨県 やまなし出会いサポート事業 結婚を希望する独身男女が会員登録し、システム検索により条件や希望に合った会員同士のお見合いを仲介・実施する。 ¥7,840,094  企画県民部県民

生活・男女参画

課 

175 群馬県 

みなかみ町 

あんしん出産子育てサポートスマートフ

ォン向け携帯アプリ・システム構築事業 

携帯アプリ内の「情報提供機能」において、「引越・住まい」といったカテゴリを設定し、結婚を計画し新しい住まい環境を探すなどの支援・お手

伝いを行う。 

¥7,916,400  総合政策課 

176 長崎県 婚活サポート事業 

(2)婚活講座及び結婚フォーラム 

独身男女の魅力アップを図る講座と機運を高めるフォーラムの開催 ¥8,169,522  こども未来課 

総務企画班 

177 秋田県 子どもを産み育てやすい地域づくり事業 ウェブ講座や子育て応援イベント、市町村窓口を通じたリーフレット配布などによる妊娠・出産、子育てに関する不安や悩みの解消に繋がる情

報提供 

¥8,459,344  人口問題対策課

調整・県民運動

班 

178 高知県 新たな結婚総合応援サイトの構築 ・新たな結婚総合応援サイトの構築 

・結婚支援事業の広報 

¥8,677,510  地域福祉部 

少子対策課 

179 石川県 「婚カフェ」開催事業 結婚を希望する独身男女に対して、専門家による相談や地域のボランティアによる仲介等を行うことにより、結婚に関する漠然とした悩みから

出会いの機会の提供が欲しいといった悩みまできめ細かに対応できる体制を構築。 

¥9,277,918  健康福祉部少子

化対策監室 

180 高知県 結婚支援相談窓口の設置による総合的

な結婚支援   

「高知家の出会い・結婚・子育て応援コーナー」の開設。結婚を希望する独身者等の相談、支援、交際支援。・婚活サポーター活動の充実強化 ¥9,445,766  地域福祉部 

少子対策課 

181 茨城県 

 

結婚よろず相談開設事業 本県の結婚支援の中核をなす、いばらき出会いサポートセンターが会員以外の独身者やその家族等からの結婚相談に応じる。 ¥9,529,255  子ども家庭課 

182 愛媛県 愛顔の婚活サポート事業 婚活に踏み出せない、上手く活動できないといった独身者に対する婚活大学の開催や、婚活力アップ事例の情報発信事業、婚活応援団体育成

事業を実施。 

¥9,702,933  子育て支援課 

子育て支援企画

係 

183 大阪府 婚活・子育て応援事業 若者や子育て世帯等が結婚や子育てを前向きにとらえられる機運を社会全体で共有できるよう、府民の方を対象にフォーラムや意見交換会を

開催するとともに、結婚や子育て等に関する意識調査の研究結果や本イベント内容や先進事例を報告書として取りまとめ、婚活・子育て支援の

施策立案や事業実施につなげていく。 

¥10,337,020  福祉部子ども室 

子育て支援課 

184 秋田県 次の親世代向け普及啓発事業 ①少子化対策副読本の作成。②大学生のためのキャリアデザインセミナー開催。③社会人向けの若者ライフプラン講座開催。 ¥11,460,493  人口問題対策課

調整・県民運動

班 

185 長野県 「ながの出会い応援プロジェクト」広域連

携促進事業 

県内の結婚相談所間の連携と広域的な出会いの機会を提供するため、「ながの結婚マッチングシステム」により結婚相談所間の情報ネットワ

ークの構築と登録者拡大を実施。また、システム活用を普及するために推進員を設置。 

¥14,915,000  次世代サポート

課 

186 富山県 とやまマリッジサポートセンター事業 

とやまマリッジサポートセンター出張登

録会実施事業 

お見合い事業、スキルアップセミナー、結婚支援情報の提供等を総合的に実施する「とやまマリッジサポートセンター」の開設・運営 ¥16,400,000  地方創生推進室 

187 広島県 イクちゃん出会いサポートセンター（仮

称）の設置運営 

若者の結婚に向けた行動の啓発・支援及び社会の環境づくりの拠点として，ひろしま出会いサポートセンターを県庁内に設置。 ¥20,616,445  子育て・少子化

対策課夢プラン

推進グループ 

 

【領域 3】妊娠・出産に関する情報提供等 

●実績額：～100 万円未満 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

1 長野県 

駒ヶ根市 

妊娠出産に関刷り知識普及のためのパ

ンフレット作成 

※関係団体と連携しパンフレットを作成予定であったが、元となる手引書の作成に時間を要し、また、若い世代への配布方法等の再検討が必

要となり実施できなかった。 

¥0※ 社会教育課 

2 埼玉県 

所沢市 

妊娠・出産に関する映画上映会 妊産婦を支援するボランティアを対象に、DVD 上映会および意見交換会を実施し、関係団体のネットワーク構築を図る。 ¥16,200  健康づくり支援

課 

3 山口県 

長門市 

子ども食育事業（妊婦対象分） 食育推進事業と子育て支援をマッチングさせ、妊婦を対象とした地域産魚食普及講習会を実施する ¥20,000  企画総務部企画

政策課 

4 静岡県 

磐田市 

 中学生対象の思春期講座 中学生対象に、思春期講座と子育てスキル応援講座とタイアップして実施し、生命の尊さや親の愛情を学び、結婚・妊娠・子育てへの意識づけ

とする。また、適正な妊娠時期等を含めた正しい妊娠・出産の知識啓発も行う。 

¥24,000  子育て支援課 

5 埼玉県 

上里町 

出前講座「いのちの大切さ」を伝える授

業 

小学校５・６年生、中学１年生を対象に「いのちの大切さ」を伝えるための出前講座を実施した。 ¥33,000  健 康 保 健 課   

保健センター 

6 愛知県 

岡崎市 

生涯を通じた安心・安全な妊娠・出産の

ための生と性の健康教育 

ライフステージに沿った継続性のある健康教育。「パパ・ママになりたくなるナビ講座」。ステップ１「妊娠適齢期講座」。「結婚・妊娠・出産・子育

てパネル展」。 

¥37,100  保健部健康増進

課 

7 長野県 

須坂市 

思春期セミナー 妊娠・出産に関する知識や健康なからだづくりについて学びながら、自分のライフデザインを考えるとともに、自分や相手を大切にするコミュニ

ケーション技術を学ぶセミナー 

¥41,393  健康づくり課母

子支援係 

8 岡山県 

美作市 

妊娠力アップ教室 若年層には食事内容の偏りが見られるため、妊娠力を高めるための講演会を開催する。 ¥42,944  健康づくり推進

課 

9 静岡県 

伊豆の国市 

パパ、ママ子育て応援プログラム 夫の職に対する知識の習得により、初めての出産、育児に安心して臨むことを可能とする。 ¥43,732  健康づくり課 
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【領域 3】妊娠・出産に関する情報提供等 

●実績額：～100 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

10 東京都 

豊島区 

妊孕力啓発セミナー 若年世代から妊娠を考える全て者はもちろん、地域・企業へ案内し、妊娠・子育てへの理解を促進する。 ¥45,317  池袋保健所健康

推進課・長崎健

康相談所 

11 新潟県 

小千谷市 

ライフステージセミナー事業 市内主要企業の従業員・経営者を対象に、結婚・妊娠・出産・育児に関するプラスイメージを醸成するセミナーの開催 ¥60,000  社会福祉課 

子育て支援係 

12 岡山県 

浅口市 

先輩ママと話そう(アフターマタニティー）  従来はマタニティクラスとして２回で３クール実施しているが、２回のあとにもう１回を追加し、その際にマタニティクラスを卒業して出産した

人、また話をしてもよいという方に声をかけ、赤ちゃんづれで参加してもらい、実際の出産のこと、出産しての育児で困ったことなどを妊婦さん

に伝えてもらうことで、なまの情報提供をする 

¥65,000  健康推進課 

13 三重県 

津市 

中学生へのライフプラン教育や妊娠・出

産等の情報提供事業 

産婦人科医、助産師のいずれかを中学校へ派遣し、次代を担う中学生にライフプラン教育や妊娠、出産の医学的な適齢期などの情報を提供し

た。 

¥75,000  子育て推進課 

教育研究支援課 

14 岡山県 

総社市 

不妊・不育治療セミナー 不妊不育治療の地域の理解を深める講演と個別相談。助成制度の周知。 ¥78,758  こども課母子保

健係 

15 三重県 

多気町 

思春期保健教室事業 小中学生を対象に、子どもの出産過程の教育を実施し正しい知識を情報提供する。 

思春期児童（小学６年生×５校、中学３年生×２校【内対象は中学×２校、小学×３校】）に対し、助産師による命の大切さや愛され感について、

胎児人形や出産スライドなど媒体を使い講義する。また、中学生については、性について産婦人科医が思春期の性を中心に講義する。それぞ

れ、町内の各学校で実施する。 

¥80,000  町民福祉課 

16 石川県 

かほく市 

アプリを活用した妊娠から出産までの時

期に応じた情報を発信 

妊娠中の母体の情報をはじめ、出産後の母子の健診データや子育ての相談内容などをとりまとめた「母子健康カルテ」の作成 ¥84,780  子育て支援課 

17 埼玉県 

長瀞町 

マタニティ講座 地域、子育て支援者、仲間との交流を図る。 ¥90,000  健康福祉課 

18 愛知県 

岡崎市 

生涯を通じた安心・安全な妊娠・出産の

ための生と性の健康教育 

一般市民向けに結婚・妊娠・出産に関する正しい情報提供の場として「結婚・妊娠・出産・子育てパネル展」「 ¥90,757  保健部健康増進

課 

19 静岡県 

島田市 

妊娠・出産のための健康づくり事業 妊娠・出産知識普及啓発ポン不レットを作成し、成人式、しない保育所保育士、市内高校卒業生等に配布 ¥95,040  健康づくり課 

20 千葉県 

銚子市 

高校生、大学生を対象とした啓発講座 結婚適齢期を迎える前の高校生や大学生を対象とし、結婚、妊娠、出産、子育てについての正しい知識等を提供し、結婚し家庭を持つことや親

になることの喜びについて考える機会とする啓発講座を市内各校それぞれ１回ずつ実施する。 

¥107,030  地域協働課 

21 埼玉県 

所沢市 

妊娠・出産に関する講演会 青少年の育成に関わる学校関係者等を対象に講演会を実施し、学校、行政が連携し青少年の健全育成に取り組む体制の構築を図る。 ¥112,594  健康づくり支援

課 

22 熊本県 

御船町 

妊娠・結婚に向けた情報提供事業 妊娠・出産に向けたリーフレット作成 ¥120,960  健康いきいき推

進課 

23 千葉県 県内大学と連携した結婚、妊娠、出産に

関するセミナー 

県内大学と連携し、大学生に対して、妊娠適齢期や高齢出産のリスクなど、妊娠・出産についての正しい知識等を情報提供し、就職や結婚も含

めたライフプランを考えてもらう契機とした。 

¥126,880  総合企画部政策

企画課 

24 岐阜県 

可児市 

「いのちの教育」事業の強化 将来親となる児童・生徒が、いのちの大切さや自己の健康管理等を効果的に学ぶことができるよう、「いのちの教育」事業と連携しながら、学校

における「性教育」の授業内容の向上を図るとともに、養護教諭の中で性教育を推進していくリーダーを育成する。 

¥143,320  学校教育課 

25 岐阜県 

下呂市 

命の大切さを伝える「いのちをありがと

う」事業 

市内の県立高校の文化祭で、生命の誕生をテーマとした写真展や、妊婦体験を実施。 ¥155,000  児童福祉課 

26 岐阜県 

可児市 

安心子育て等啓発事業 母親が子どもを妊娠したときを本市の子育て事業のスタートとして、妊娠期から始まる子育ての大切さや知識、ノウハウ等を学ぶ機会を設け、

安心して妊娠・出産・子育てができるよう支援する。 

¥185,229  健康増進課 

27 長崎県 

壱岐市 

妊娠・出産情報セミナー 市内の全中学校(４校)の３年生を対象に講演会を開催し、年齢と妊娠の関係など妊娠・出産に関する正しい情報を伝え、将来的に壱岐で出産・

子育てにつなげる。 

¥185,400  こども家庭課 

28 広島県 

府中市 

女性サポート講座 働く女性や子育て中の世代などを対象に、結婚・出産・子育てに対する意識改革の効果が期待できるような連続講座を開催する。 ¥194,897  女性こども課女

性応援係 

29 兵庫県 

加西市 

マタニティホットライン設置事業 妊娠前・妊娠中・妊娠後と切れ目のない相談に対応できるよう、地域医療の核となる市立加西病院マタニティセンターにホットラインを設置。 ¥198,892  人口増政策課 

30 東京都 

文京区 

企業向け周知・啓発事業 区内企業等に入植した 1～5年目程度の若手職員を対象とした健康維持・増進及び妊娠・出産・育児等の知識付与研修。 ¥206,967  保健衛生部 

保健サービスセ

ンター 

31 山形県 

鶴岡市 

妊娠サポート事業 妊娠時の対象者及びリスク内容の把握とその特性に応じた保健指導、情報提供の実施 

新生児のおむつ交換、沐浴などの体験を通した指導 

¥225,798  健康課 

32 新潟 

燕市 

親子の絆づくりプログラム"赤ちゃんが

きた！"講座（BP 講座）事業 

第１子出産後すぐの母親の子育ての不安や悩みを分かち合うことで、子育ての負担を軽減するとともに、同世代の子どもを持つ親同士のつな

がり・交流を促進するための講座を開催する。 

¥231,590  教育委員会子育

て支援課子育て

支援係 

33 福岡県 

久留米市 

思春期保健講演会 思春期保健に関わる専門職及び市民を対象に、講演会やワークショップを開催した。 ¥236,840  健康推進課 

34 長野県 

駒ヶ根市 

人生設計と出産育児に関するフォーラ

ム 

出産年齢の上昇に伴う妊孕性の低下等妊娠出産の正しい知識を学習するとともに、家族・職場など地域全体で支援する意識を高めるために講

演会を実施した。 

¥272,455  企画振興課 

35 埼玉県 

長瀞町 

思春期講座 中学生に講演会を受講させ、将来設計のビジョンを持ってもらう。 ¥320,000  健康福祉課 

36 愛知県 

岡崎市 

生涯を通じた安心・安全な妊娠・出産の

ための生と性の健康教育 

ライフステージに沿った継続性のある健康教育。「パパ・ママになりたくなるナビ講座」。ステップ３「お兄ちゃん・お姉ちゃん子育ち応用講座」。 ¥328,810  保健部健康増進

課 

37 埼玉県 

上里町 

子育て講演会（いのちの大切さ講座）事

業 

いのちの大切さ、妊娠、出産の正しい知識の習得についての講演会及び参加者をグループに分け意見交換を実施 ¥330,000  子育て共生課 

38 広島県 

北広島町 

命の授業 中学性に対する命の大切さ・妊娠・出産・育児に対する啓発 講師は助産師と、母と赤ちゃん ¥330,434  福祉課  

子育て支援室 

39 静岡県 

川根本町 

川根本町未来子ども育成支援事業 自分の未来を考える子育て講座（中高生）。ふれあい育児体験教室(中学生）。 ¥341,843  生活健康課 健

康室 

40 大分県 

豊後高田市 

健やかな妊娠出産への啓発事業 妊娠前の男女へ婚姻時に妊娠のリスクや妊娠期の適切な生活習慣を指導する啓発用資料を配布することで、出産のリスクを防ぎ出生率を上

げることを目的とする 

¥388,800  ウェルネス推進

課 

41 山形県 健やか妊娠普及啓発事業 妊娠・出産に関する正しい知識を身につけるための普及啓発資料の作成 ¥405,000  子育て推進部 

子ども家庭課 

（子育て支援課） 

42 静岡県 

森町 

子育てママ応援家庭訪問事業 妊娠、出産後に継続的支援が必要な妊産婦に家庭訪問を実施することで、育児不安等の解消を図ることを目的とした事業 ¥419,591  保健福祉課 

保健スタッフ 
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【領域 3】妊娠・出産に関する情報提供等 

●実績額：～100 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

43 奈良県 

大和高田市 

見つめてみよう～Ｍｙ ｌｉｆｅ～ 市内の小中学校の児童・生徒を対象に、生命の誕生に立ち会う助産師がいのちの出前講座を実施し、妊娠・出産・育児に対する正しい知識を普

及した。 

¥436,059  健康増進課 

44 島根県 

益田市 

助産師人材育成モデル講座 助産師人材育成モデル講座の開催 

・人材育成のため、活発に活動をしている県内の中学校で実施された研修会（教室）への参加 

・県東部の指導者を招き意見交換を開催 

・モデル講座の開催（地域に在住する助産師や勤務助産師が講座へ参加） 

¥453,600  福祉環境部 

45 宮城県 

山元町 

山元町子育てブック作成事業 

「Yamamoto子育て応援ファイル」 

妊産婦から就学前の子育てについての山元町の情報やサービスについてのファイル形式による情報誌作成 ¥489,563  保健福祉課すこ

やか福祉班 

（現子育て支援

班） 

46 東京都 

豊島区 

としま育児サポート手帳の活用による切

れ目のない支援事業 

としま育児サポート手帳は出産後の養育者と支援者の子の育児の記録媒体とし、としま育児サポーターはこれを活用して相談、訪問により要

支援者の支援を行う。 

¥490,968  池袋保健所健康

推進課 

47 大阪府 

豊能町 

とよのすくすくプラン充実事業② 妊娠・出産・育児等の親学習をキャリヤ教育の一環として、外部より講師、専門職を招いて体験学習や講座を実施し、次世代を担う児童生徒が

年齢と妊娠の関係など妊娠・出産に関する正しい知識を学んだ。 

¥498,482  教育委員会 

教育支援課 

48 岐阜県 

郡上市 

安心子育てガイドブック事業 妊娠、出産、子育てに関わる情報を掲載した「安心子育てガイドブックを作成し、対象家庭に配布。 ¥511,256  健 康 福 祉 部   

児童家庭課 

49 高知県 性と生殖に関する健康支援事業 ファミリープラン啓発事業（若い世代に正しい情報を提供し啓発するため、生涯を通じた性と生殖に関する健康情報を提供するリーフレットの作

成・配布）。健康支援人材育成事業（若い世代への正しい知識の情報提供及び地域で適切な支援を行うことができるよう女性の健康管理に関わ

る担当者の資質向上のための人材育成研修の実施） 

¥522,153  健康政策部 

健康対策課 

50 静岡県 

焼津市 

思春期からの性教育・健康教育講座 妊娠出産について知識がない若年者への正しい情報提供（妊娠の適齢期など）・望まない妊娠を防ぐための教育講座を開催 ¥529,717  健康増進課 

51 山梨県 

 

産後ケアセンター整備促進事業費 ＮＰО主催の親子交流イベントに出展し、産後ケアの推進につながる広報活動を行う。 ¥529,880  福祉保健部健康

増進課母子保

健・難病担当 

52 岐阜県 

山県市 

子育て応援ガイド作成事業 年齢と妊娠の関係、卵子の老化、妊孕性男性不妊等妊娠・出産のための知識の普及および特定不妊治療の助成の支援情報等、個人・地域の

実情に合わせた妊娠・出産に関する情報を掲載するとともに、教育委員会、市内ＮＰＯ法人と連携し、子育てから就学・教育までの情報をガイド

及びダイジェストに掲載する。また、ガイドを活用し妊娠を検討している人、子育て世帯等に対する出前講座を年３０回程度、市内保育園、小中

学校等で実施する。 ダイジェスト版を全戸配布し、全市民に妊娠・出産に関する正しい情報等を周知することで妊娠を検討している人の地域で

の見守り、地域全体の子育て力の強化を促進する。携帯端末が既に全世帯にふきゅうしていることから、ガイド・ダイジェスト版各情報にＱＲコ

ード等を記載し、利便性、情報量を高める。また、読み取りにより最新情報にも対応できるほか、全戸配布により教室等を受講できなかった方

へ詳細情報を提供するツールとする。 

¥548,640  福祉課 

53 三重県 

菰野町 

父親の育児参加支援事業 パパママ教室や他のイベントに機会に、妊娠・出産・育児に関する知識や各種制度の情報提供を行い、父親への育児主義の伝達と父親同士の

仲間づくりを行う。 

¥565,000  子ども家庭課 

54 兵庫県 

三木市 

「子育て親育ち いきいき講演会」の開

催 

乳幼児を持つ親を対象とした講演会。思春期を持つ親を対象とした講演会。 ¥584,684  子育て支援課 

家庭支援Ｇ 

55 兵庫県 

淡路市 

傾聴ボランティア研修育成による相談事

業 

出会いから子育てまで市民の相談に対応できるよう傾聴ボランティア r を育成、スキルアップ研修を行い、移動相談を実施した ¥626,373  子育て応援課 

56 熊本県 「私たちのコレカラ、本音で話をしてみよ

う」事業 

若者に妊娠・出産に関する正しい知識や子育て情報を提供する講座を開講し、若者が将来設計について考えるきっかけの場を開講。 ¥636,493  子ども未来課 

母子保健班 

57 埼玉県 

富士見市 

出産準備スタート事業 妊娠・出産について正しい知識を普及するため、自己決定の尊重とライフプランも視野に入れた内容の冊子を作成し、妊婦及パートナー、新成

人に配付する。 

¥640,000  健 康 福 祉 部     

健康増進センタ

ー 

58 大阪府 

大東市 

母親応援サポート事業 ＳＮＳを通じて、各種サービスや施設の紹介。 ¥640,000  政策推進部 

企画経営課 

59 島根県 

益田市 

「産んでくれてありがとう」教室 ①市内中学生及び高校生」を対象とし、助産師による「産んでくれてありがとう教室出前講座」を実施。②県外から招いた著名な講師による講話

の実施。 テーマ：産まれてくる奇跡、食生活の大切さ、父母への感謝の想いを促す。 演題： 「いのちをいただいて、つなぐこと」。③相談に応

じることができる助産師の養成。④産婦人科医師となった先輩による命等をテーマとした授業を実施  

¥643,013  福祉環境部 

60 高知県 妊娠・出産への理解を深めるための男

性に対する知識の啓発 

妊娠、出産への理解を深めるための男子生徒への啓発活動（男子生徒版思春期ハンドブックの作成・配布）。パートナーへの妊娠、出産の知識

啓発活動（妊娠・出産に関する情報提供や父性意識の啓発を行うリーフレットの作成・配布）。 

¥680,412  健康政策部 

健康対策課 

61 岐阜県 

各務原市 

子育て支援情報発信事業 フリーペーパーを活用し、妊娠・出産・育児・子育て支援に関する情報を発信し、様々な子育て支援施策を知ってもらうことで少子化の緩和につ

なげた。 

¥738,720  子育て支援課 

子育て支援係 

62 栃木県 

芳賀町 

芳賀チャンネル番組放映事業 芳賀チャンネルによる結婚・妊娠・出産・育児相談に関する情報提供、結婚や家庭の意義の啓発、結婚に関する知識の普及を目的とした番組を

作成し、テレビで放映。 

¥756,000  企画課 

63 宮崎県 

宮崎市 

妊娠・出産に関する知識の普及啓発事

業 

思春期の児童生徒やその保護者、妊産婦、20～30 代の男性を対象に、助産師が「命の大切さや自分を大切にすること」についての出前講座を

行う。 

¥761,387  子ども課 

64 東京都 

豊島区 

女性のライフプラン形成のための健康

相談事業 ”女性の専門相談” 

40歳までの女性のこころとからだの健康課題について、学ぶ機会とし、多職種（産婦人科医師、助産師、保健師、栄養士、歯科衛生士）による専

門相談を行う。合わせて、結婚・妊娠・出産・子育て等の情報提供、女性のための骨太健診で助産師による妊孕力啓発ミニ講座の実施、希望者

に女性のメンテナンス体操（保育つき）を実施する。 

¥780,918  池袋保健所健康

推進課 

65 鹿児島県 かごしま妊娠・出産支援事業  若い女性等に対する妊娠・出産に関する正しい知識の情報提供や育てにくい子どもを持つ保護者，若年夫婦，育児の経験の少ない保護者へ

の情報提供・支援を行うことを目的に検討会を開催するとともに，リーフレット等を作成し配布した。 

¥802,000  子ども福祉課 

母子保健係 

66 山形県 

鶴岡市 

子育てデビューサポート事業 産前から子育て初期における情報提供、子育て経験者を介する参加・体験・訪問等の情報提供講座の実施 

先輩ママの育成と後輩家庭をサポートできる体制の整備 

¥853,348  子ども家庭支援

センター 

67 広島県 

府中町 

ステージ別ママ講座事業 妊婦・産後・0歳児・1 歳児・2 歳児と細やかなステージ別の育児講座の実施 ¥859,635  子育て支援課 

68 静岡県 産婦人科医との協働による妊娠何でも

相談会事業 

妊娠・出産に関する素朴な疑問に産婦人科医が答える相談会の開催 ¥923,907  こども家庭課 

母子保健班 

69 山形県 

酒田市 

妊娠・出産・子育てに対する知識の普

及・啓発事業 

世代、対象を明確にしながら、妊娠・出産に対する正しい知識の普及（若い世代へのライフイベントの意識付け、新婚カップルを対象としたライ

フプランの啓発、出産適齢期についての知識の普及） 

¥925,034  健康課 

70 山口県 「結婚や家族のすばらしさ」を考えるフォ

ーラムの開催 

「結婚や家族のすばらしさ」を考えるフォーラムの開催 ¥963,803  こども政策課 

71 群馬県 妊娠応援セミナー 高齢出産のリスク、不妊治療の現状、男性不妊、妊娠のための体づくりなどをテーマに、セミナーを開催した。 ¥964,931  少子化対策・青

少年課 
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【領域 3】妊娠・出産に関する情報提供等 

●実績額：～100 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

72 群馬県 出産応援セミナー 産前産後の過ごし方、育児を楽しむコツ、乳幼児との関わりなど、実際に役立つ情報提供を行った。 ¥972,313  少子化対策・青

少年課 

73 石川県 

かほく市 

地元メディアを活用した支援制度及びア

プリ周知用広告掲載 

市の支援制度を周知するため地元メディアやタウン誌に広告を掲載する。合わせて開発したアプリの周知も図る。 ¥999,648  子育て支援課 

 

【領域 3】妊娠・出産に関する情報提供等 

●実績額：100～300 万円未満 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

74 兵庫県 

西脇市 

学生向け妊娠・出産啓発ハンドブック（医

師会監修）作成事業 

若い世代に向けて、妊娠・出産についての情報やリスクに関する情報を提供するために妊娠・出産啓発ハンドブックを作成し、中学生や成人式

等で配布する。 

¥1,108,000  健康課 

75 秋田県 

男鹿市 

結婚虎の巻作成事業 妊娠・出産・子育てに関する情報提供 ¥1,134,785  企画政策課 

76 福井県 働く女性の妊娠・出産サポート事業 働く女性のため、妊娠・出産に関して土日の相談窓口を新たに開設するとともに、事業所に出向き、女性従業員を対象とした講座を開催し、妊

娠・出産に関する知識を普及啓発する。 

¥1,208,512  健康増進課 

77 静岡県 

東伊豆町 

家族手帳交付事業 妊娠、出産、育児に関する情報を網羅し、子どもの記録を残せる冊子を婚姻時に配布する。 ¥1,211,849  企画調整課 

企画係 

78 栃木県 

 

不妊対策啓発事業 不妊治療に関する正しい知識の普及と企業に対する支援等の取組を促すためシンポジウムを開催。同時に参加者に個別相談も行った。 ¥1,256,030  こども政策課 

79 大分県 妊活推進啓発事業 大学等の学園祭や成人式等を活用し、若い世代に対する妊娠、不妊やからだのこと（生殖機能）についての啓発活動やアンケートによる意識

調査を実施。 

¥1,298,632  健康対策課 

80 新潟県 

湯沢町 

湯沢町少子化対策・子育て支援強化事

業 

ポータルサイト構築事業 ¥1,300,000  子育て支援課 

81 佐賀県 

伊万里市 

妊娠・出産に関する情報提供事業 １．妊娠・出産に関する講演会の開催。２．不妊治療に係る研修会の開催。３．産後ケアサロンの開催 ¥1,338,000  健康づくり課 

82 神奈川県 マタニティ、パタニティ・ハラスメント対策

事業～マタハラ・パタハラに負けない！

～ 

マタニティ、パタニティ・ハラスメント等により出産を控えた女性、男性が働きづらくなることがないよう、啓発冊子を作成し、セミナーや相談会を

開催。 

¥1,376,880  労政福祉課 

83 三重県 マタニティ・ハラスメントのない職場づく

り事業 

マタニティ・ハラスメントのない安心して産み育てることができる職場環境をつくり、働く場における女性の参画を進めるため、セミナーや座談

会の開催などに取組む。 

¥1,388,267  男女共同参画・

ＮＰＯ課 

84 鹿児島県 

鹿屋市 

子育て応援メール配信事業 子育てや育児不安、産後うつ、乳幼児虐待などの予防・解消のために、携帯電話等により定期的なメールマガジンと、育児情報や母親のメンタ

ルヘルスに関する情報の配信を行う。 

¥1,434,948  子育て支援課 

85 滋賀県 

近江八幡市 

男性の育児参加普及啓発事業 父親向けの妊娠・出産に関する情報誌の発行。市民、企業向け講座の実施。 ¥1,440,000  子ども支援課 

86 長崎県 

壱岐市 

地域における少子化対策強化広報事業 情報一元化及びフェイスブックによる相談窓口の立ち上げ、子育て中のママたちと検討会議を開催するなど市内における情報提供やコミュニ

ティの構築を目指す。 

¥1,490,400  こども家庭課 

87 栃木県 

矢板市 

高校生パパママ相談室事業 矢板市内の高校生を対象に、結婚、妊娠、出産、育児に関することを課外授業する。各ステージの専門家や経験者を招き、結婚に関する知識、

年齢と妊娠の関係、妊娠・出産に関する正しい知識、育児に必要な知識やその意義、そして、素晴らしさなどを講演し、生徒からの質問、疑問に

も答えていく。 また、その模様を FM ラジオで放送し、意見や質問も受け付け、ホームページに掲載するとともに、新規に立ち上げる「矢板市

結婚・妊娠・出産・子育てポータルサイト」の主役であるパパママ・プレパパプレママとの情報交換等もできるようにして、結婚のよさ、育児の苦

労や楽しさなどリアル感ある情報交換ができる。 この施策を通して、結婚、妊娠、出産、育児に関する意識や関心を深める。 

¥1,533,600  子ども課 

子育て支援担当 

88 静岡県 

三島市 

健幸家族づくり推進事業 

「就活」の次は、「婚活」「妊活」「育活」で

す！ 

20歳から45歳の未婚者に対して、結婚前の段階から、結婚・妊娠・出産・育児に関する知識や体験を付与するための啓発・情報交換・セミナー・

体験学習を行う。 

¥1,535,361  健康づくり課 

89 茨城県 

日立市 

妊娠出産理解啓発事業 高校生におけるライフプラン教育の検討・実施。理解啓発講演会。 ¥1,588,559  健康づくり推進

課 

90 福岡県 

久留米市 

思春期保健啓発資料の作成 中学3年を対象とした「思春期の性の意識と行動の実態調査」を実施し、その結果及び、ワークショップでの意見等を踏まえ、思春期保健啓発資

料を作成した。 

¥1,655,640  健康推進課 

91 静岡県 妊娠・出産のための健康づくり事業（再

掲） 

妊娠・出産に関する知識を学ぶために必要なツール作成と人材養成 ¥1,685,022  こども家庭課 

母子保健班 

92 北海道 自分らしいライフプランへのサポート事

業 

小学生から大学生までを対象とし、心や体の成長と健康、妊娠・出産等の正しい知識についての講座の開催や、民間企業等で女性のライフサ

イクルについての健康教育講座を開催。 

¥1,761,210  子ども子育て支

援課 

93 福島県 赤ちゃんと楽しい生活応援事業 乳幼児がいる家族が外出した際に利用できる施設情報や子育て支援サービス情報をまとめて提供し、子育て家族が楽しく外出できる環境を支

援する。 

¥1,771,200  子育て支援課 

94 富山県 

魚津市 

10代と赤ちゃん出会い事業 小学校高学年、中学生が、助産師・保健師から妊娠・出産・育児について話をきき、学習する。赤ちゃんやそのお母さんとのふれあいを体験す

る。体験を終えて、親へ、自分へ、未来へ向けた手紙やメッセージを書く。 

¥1,771,586  教育委員会学校

教育課 

95 愛媛県 

伊予市 

伊予市子育てガイドブック作成事業 本市の子育てに関する情報の掲載。・妊娠･出産期におけるサービスの掲載。・子育て応援ショップの掲載等。 ¥1,803,600  子育て支援課 

96 神奈川県 

横浜市 

【妊娠率の向上に向けた検討会及び調

査の実施】 

必要な人に、より有効な手段で啓発を行うための基礎情報の把握として、市民ニーズ及び妊娠出産に関する理解度に関する調査を行い、的確

な支援策に繋げていく。 

¥1,842,331  こども家庭課 

97 徳島県 笑顔が広がるライフプラン応援事業 妊娠適齢期等についての正しい知識の普及啓発及び、より安全・安心な妊娠・出産の体制整備 ¥1,860,059  健康増進課（母

子・こころの健康

担当） 

98 東京都 妊娠相談ほっとライン  悩みを抱える妊婦等に対し電話及びメールで相談に応じる。 ¥1,922,400  家庭支援課母子

保健係 

99 熊本県 健やかな妊娠・出産の啓発及びサポー

ト事業 

地域医療関係者及び一般県民を対象妊孕性に関する正しい知識を情報提供するための公開講座の実施及び相談対応時パンフレットの作成。 ¥1,925,000  子ども未来課 

母子保健班 

100 三重県 

いなべ市 

妊娠・出産相談事業 主に若年層を対象として妊娠、出産の不安に寄り添う電話相談窓口（１か所）を設置し、相談対応を行う事業。 ¥1,944,000  健康こども部保

育課 

101 東京都 

豊島区 

としま見る知るモバイル事業 妊娠前から子育て支援に関する情報発信とメールによる相談事業を実施する。 ¥1,989,014  池袋保健所健康

推進課 
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【領域 3】妊娠・出産に関する情報提供等 

●実績額：100～300 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

102 滋賀県 妊娠・出産あんしん情報事業 妊娠、出産時の不安を解消するため、みじかな地域の助産師を紹介する「まちの助産師さん”あんしんマップ”」の作成や「県民公開講座」によ

り医学専門的な知見で妊娠出産に関する正しい知識の普及啓発を進める。 

¥2,000,000  健康医療課 

103 宮崎県 

延岡市 

未来の親を育む応援事業 男子生徒を含めた市内中学３年生を対象に講演を行い、望まない妊娠の減少・望まれた出産の増加につなげる知識を周知した。 ¥2,032,020  社会教育課 

104 宮崎県 

宮崎市 

女性健康支援センター事業 望まない妊娠を予防するための知識の提供や、妊娠に関する相談窓口の設置。 ¥2,035,577  健康支援課 

105 香川県 仕事中のプレママ・プレパパ応援事業 企業の労務管理者等に対し、マタニティハラスメント防止のセミナーを開催するとともに、プレパパ・プレママ講座を開催し、出産に向けての不

安感の軽減を図る。 

¥2,054,400  子育て支援課 

106 長崎県 健やかな妊娠・出産サポート事業 

（1）健やかな妊娠の啓発 

啓発教材の製作と若い女性対象の学校・企業等への出前講座開催等 ¥2,120,506  こども家庭課 

母子保健班 

107 熊本県 「活用しよう助産師・看護師の力～子育

て支援で活躍できる助産師・看護師の育

成」 

妊婦や乳幼児の母親達が抱える課題を明確にし、その課題に沿って助産師・看護師の事業の運営スキル向上を図る ¥2,121,658  子ども未来課 

母子保健班 

108 広島県 

府中市 

新子育て支援総合サイト構築 既存の子育て支援ポータルサイトに結婚・妊娠・出産に関する情報を加えて再構築する。またスマートフォンアプリ化により情報交換や相談対

応など双方向で情報共有できる機能を加える。 

¥2,160,000  女性こども課女

性応援係 

109 群馬県 結婚・新家族応援フォーラム 基調講演、パネルディスカッションのほか、ピアサポーターと参加者の交流会を開催し、意見交換等を行った。 ¥2,183,199  少子化対策・青

少年課 

110 兵庫県 

淡路市 

ライフプランニングガイドブック（子育て

情報誌）作成・発行 

地域の出会いから子育てまでを網羅した情報誌を作成し、発行した。 ¥2,296,000  子育て応援課 

111 鹿児島県 

日置市 

日置市妊活応援マガジン(仮称)製作事業 妊活・妊娠・出産・子育てについてのフリーマガジンを作製し、配布する。 ¥2,375,940  福祉課子ども福

祉係 

112 静岡県 ふじのくに妊活応援プロジェクト事業（再

掲） 

妊娠に必要な情報提供と男性不妊にも着目したシンポジウム・交流会の開催 ¥2,386,994  こども未来課 

子育て支援班 

113 広島県 産後早期ケア支援事業 退院直後から適切な支援を受けられる体制づくりに向け，医療機関等と市町の連携体制をモデル的に構築。 ¥2,438,746  子育て・少子化

対策課母子保健

グループ 

114 奈良県 安全な妊娠・出産はぐくみ事業～My life

未来を拓く今のために～ 

思春期・青年期に向けた情報提供リーフレット作成。思春期・青年期に必要な健康教育の開催。 ¥2,492,743  保健予防課母

子・保健対策係 

115 滋賀県 

高島市 

たかしま結びと育ちの応援団事業 子育て応援ハンドブックを作成、配布。妊娠を望んでいる女性や夫婦を対象とした講座の開催。安心安全な妊娠・出産のための情報提供にか

かる教室の開催。 

¥2,593,561  子育て支援課 

116 新潟県 

 

若者のためのライフプラン応援事業 学生を中心とした若者に結婚から育児にいたるライフステージについて主体的に考えてもらうことで結婚・妊娠等の意識付けを行う。 ¥2,646,000  児童家庭課 

117 香川県 妊娠・出産応援事業 妊娠・出産についての知識が不足している若者世代に対して、出前講座などによる正しい知識の普及を行うとともに、教育関係者等向けの教

材の作成や研修会を通じて、妊娠出産に関する指導力の向上を図る。 

 併せて風しんの抗体検査・ワクチン接種についての広報啓発や、妊娠時に注意すべき感染症などの知識の普及を図る。 

¥2,956,226  子育て支援課 

 

【領域 3】妊娠・出産に関する情報提供等 

●実績額：300 万円以上 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

118 愛媛県 

西予市 

西予市子育て支援ハンドブック作成事業 ・妊娠、出産に関する行政内部の支援策の情報提供 ¥3,001,568  社会福祉課 

子育て支援係 

119 岐阜県 ライフプランを考える啓発プロジェクト事

業 

就労から結婚、妊娠・出産、子育てに至る各ライフステージに関わる知識、情報などを盛り込んだ冊子を作成し、県内高校３年生に配布する。 ¥3,003,052  子育て支援課少

子化対策係 

120 愛媛県 えひめの母子保健知識普及事業 ライフステージに応じた妊娠・出産に関する母子保健知識をきめ細やかに提供する。 ¥3,005,200  健康増進課 

母子保健係 

121 兵庫県 

三木市 

「パパの育児ハンドブック」の作成 パパの長く継続した育児参加を促すハンドブックの作成と配布 ¥3,027,400  子育て支援課家

庭支援Ｇ 

122 宮崎県 妊娠・出産啓発事業 妊娠、出産についてのパンフレット作成。パンフレットを利用した出前講座、助産師による講演会。 ¥3,028,966  健康増進課母

子・歯科保健担

当 

123 愛媛県 

四国中央市 

四国中央市子育てガイドブック作成事業 結婚から妊娠・出産・育児に関する支援を集約したガイドブックの作成 ¥3,301,200  こども課 

124 栃木県 

宇都宮市 

結婚・妊娠・出産・子育てへの憧れを醸

成するＣＭ作成事業 

未婚率の上昇を抑制するためには，青少年が自分自身の結婚観や家族観を形成するための意識の醸成を図ることが重要であるため，青少年

が結婚や子育てを具体的にイメージできるようになる周知啓発を実施する。 

¥3,365,562  子ども部子ども

未来課 

125 岡山県 

倉敷市 

妊娠・出産への切れ目ない支援推進事

業 

成人式参加者への冊子（HUMAN＋）の配布及び会場ブースでの保健師による指導。妊娠・出産に必要な知識を中心とした講演会の開催及び

学校，地域子育て支援拠点等においての妊娠・出産への正しい知識の普及啓発。 

¥3,440,000  子育て支援課 

126 三重県 思春期ライフプラン教育啓発事業 １．思春期教育事業実施のため指導パンフレット作成(委託） 思春期教育事業実施の際に使用する中学生向け指導用パンフレットを、県内にお

いて思春期教育に積極的に取り組む三重県産婦人科医会に委託して作成した。パンフレットについては三重県性教育指導セミナーで紹介を行

い、今後の活用について啓発した。２．未来のパパママに向けた啓発事業 県内各市町の成人式等の機会に、結婚・妊娠・出産に関する正しい

知識を普及啓発するためのパンフレットを配布した。 

¥3,604,548  子育て支援課 

127 岩手県 結婚、妊娠・出産に係る啓発・情報提供

事業（再掲） 

情報発信力の高い地元テレビ番組を活用し、結婚及び妊娠・出産等に関する切れ目のない支援のための啓発・情報提供の実施。 ¥3,642,450  子ども子育て支

援課 

128 愛媛県 

内子町 

内子町すこやか子育てサポートブック作

成事業 

妊娠期～出産期～子育て期の縦断的な情報誌を作成する。 ¥3,662,258  保健福祉課 児

童福祉係 

129 茨城県 妊娠等相談支援事業 妊娠等に関する専門相談窓口を開設し、悩みを持つ妊婦からの相談に応じる。また、男性の育児分担を促進するための、ブログ等による情報

発信を行う。 

¥3,753,970  子ども家庭課 

130 富山県 男女で取組む不育症・不妊症対策推進

事業 

不育症・男性不妊症について、支援のあり方を検討するとともに、支援啓発キャンペーンを実施することで、県民や関係者への周知・普及啓発

を図る。 

¥3,839,105  健康課母子・歯

科保健係 

131 島根県 

 

生の楽習講座開催事業 次世代を担う児童や生徒に「命の尊さや家庭の意義」等を深めてもらうことを目的とした、県助産師による講座の実施 ¥4,000,000  青少年家庭課 
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【領域 3】妊娠・出産に関する情報提供等 

●実績額：300 万円以上（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

132 三重県 

紀北町 

紀北町少子化克服計画 県が実施する事業に加え、紀北町独自で、「結婚」「妊娠・出産」「子育て」に特化した先駆的なポータルサイトを開設することで、情報を一元管理

し、現在から未来において、子育て世帯となる方に情報提供を行なえるしくみ構築し、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目のない支援」を行うこと

を目的とする。 

¥5,072,240  福祉保健課 

133 神奈川県 

横浜市 

【妊娠・出産に関する情報提供】 新たに、大学等と連携し、若い世代へ正しい知識の普及啓発を行うためのツールとしてリーフレットを作成し、市内の大学生等へ啓発活動を実

施する。また、不妊をはじめとした妊娠・出産に関する啓発イベントを開催し、不妊に悩む方々や若い世代が将来の妊娠出産について正しい知

識を得ていただける機会を提供します。 

¥5,166,558  こども家庭課 

134 鳥取県 とっとり若者研究会（仮称）事業 「望まない妊娠」を防ぐとともに、思春期からの心と身体の健康づくりの充実を図るため、思春期及び思春期以降の”性”に関する課題について

調査・研究、相談・教育技術の向上、正しい知識の普及啓発等を行う機関を設立する。 

¥5,197,390  福祉保健部子育

て王国推進局子

育て応援課 

135 福岡県 

福岡市 

妊娠・出産に関するシンポジウム運営等

業務 

妊孕性や卵子の老化等に関する情報を提供することにより，妊娠・出産を含めたライフプランについて考えてもらう契機とするシンポジウムを

開催 

¥5,400,000  こども未来局こ

ども部こども発

達支援課 

136 愛媛県 愛顔の結婚生活応援ガイドブック作成事

業 

妊娠・出産についての正しい知識や妊娠時や出産後の健康留意点、産後に陥る可能性のある課題など、妊娠・出産に関する情報提供を行うと

ともに、育児休業や仕事と家庭の両立、男性の育児や家庭参加促進を啓発するほか、子ども・子育て支援新制度、各種妊娠・出産・子育てに関

する行政サービスや地域資源の情報を盛り込んだ、本県独自の結婚生活応援ガイドブックを作成、提供する。 

¥5,483,484  子育て支援課 

子育て支援企画

係 

137 福岡県 妊娠・出産等に関する正しい知識の普及

啓発事業 

妊娠・出産に関する正しい知識の啓発用リーフレットの作成。県内の高校、大学において妊娠・出産に関する出前講座を実施。メール相談窓口

の開設。 

¥5,509,987  健康増進課 

母子保健係 

138 長崎県 健やかな妊娠・出産サポート事業（2）セ

ミナーの開催 

妊婦等を対象としたセミナーの開催 ¥5,785,980  こども家庭課 

母子保健班 

139 宮城県 思春期健康教育推進事業 ピアカウンセリングを行う若者の育成を進め，知識の普及及び意識の啓発を推進していく。より継続的かつ効果的に実施するために，その若

者を育成するための指導者を全県的に育成することとし，中学校及び高等学校の養護教諭や各市町村の保健師，助産師等を対象とした研修を

実施する。 

¥6,004,800  子育て支援課 

140 愛知県 安心安全な妊娠・出産サポート事業 若い世代の男女に対し、妊娠・出産に関する知識の普及を図り、企業・大学・保健所・市町村等で活用できる健康教育プログラムを作成・配布す

る。 

¥6,161,886  児童家庭課 

141 茨城県 

笠間市 

妊娠・出産・育児に関する情報提供事業 子育て支援ポータルサイトのリニューアル 

スマートフォン用アプリの開発 

¥6,696,000  子ども福祉課 

142 京都府 妊娠・出産・産後支援事業費 産前・産後の妊産婦や家族の支援を行うケアプランナーの養成と妊産婦や新生児のケアや家事支援を行う地域サポーターの養成（市町村支

援）を行う。 

¥7,000,000  子育て政策課 

143 群馬県 

みなかみ町 

あんしん出産子育てサポートスマートフ

ォン向け携帯アプリ・システム構築事業 

携帯アプリ内の「情報提供機能」において、「妊娠・子育て」といったカテゴリを設定し、妊婦健診や教室、新生児健診などの案内などを行う。ま

た、メール相談機能を設定し、保健師との直接相談や情報提供などを行い、妊娠･出産への不安を和らげる対応を行う。 

¥7,916,400  総合政策課 

144 埼玉県 

和光市 

総合相談支援調整システムによる日常

生活圏域における情報連携推進事業 

市役所本庁と関係機関間で連携システムを用い、子ども・子育てに関する個別ケアマネジメント情報、相談支援調整等に関する情報の一元化

を図る事業。 

¥8,000,000  こども福祉課 

145 秋田県 子どもを産み育てやすい地域づくり事業 ウェブ講座や子育て応援イベント、市町村窓口を通じたリーフレット配布などによる妊娠・出産、子育てに関する不安や悩みの解消に繋がる情

報提供 

¥8,459,344  人口問題対策課

出会い・結婚支

援班 

146 新潟県 若者への「結婚・妊娠・出産」情報発信事

業 

結婚から育児について考えるきっかけを与えることで、学校卒業後のライフスタイルのイメージをより若いうちから持ってもらうとともに、正しい

知識を伝えていく。 

¥8,640,000  児童家庭課 

147 福岡県 妊娠・出産・育児に関する相談業務従事

者の相談能力向上事業 

妊娠・出産、育児について地域で相談支援に従事する者の相談対応能力向上を目的に研修会を実施 

相談対応マニュアルの作成 

¥9,380,048  健康増進課 

母子保健係 

148 富山県 女性の健康応援事業 若い男女が、自ら分のライフプランを考えて健康をセルフマネジメントできるよう、女性の健康や妊娠・出産に関する正しい知識の普及啓発を

図る。 

¥9,827,154  健康課母子・歯

科保健係 

149 長野県 健やかな妊娠・出産支援事業 若者が正しい知識を得た上で妊娠・出産に関する意思決定ができるよう、妊娠・出産適齢期や不妊を招かないための健康づくりについてセミナ

ーを開催。未婚の若者の予期せぬ妊娠について、支援体制づくり。男性不妊に対する正しい知識や不妊を招かないための健康づくりについて

の知識の普及啓発。 

¥10,267,889  保健・疾病対策

課 

150 北海道 妊産婦にやさしい環境づくり推進事業 妊婦さんの日の制定や母子手帳配布時に妊娠期に必要な情報を盛り込んだDVDを配布するなど、妊娠期の段階から社会全体で妊産婦を応援

し、不安や悩みを軽減する取組を実施。 

¥10,909,614  子ども子育て支

援課 

151 秋田県 次の親世代向け普及啓発事業 ①少子化対策副読本の作成②大学生のためのキャリアデザインセミナー開催③社会人向けの若者ライフプラン講座開催 ¥11,460,493  人口問題対策課

調整・県民運動

班 

152 山形県 ＮＰＯが主体となった妊娠期から子育て

期までの切れ目のない訪問型支援モデ

ル事業 

・産前・産後期・子育て期の継続した家庭訪問支援の試行 

・NPOと市町村との連携による訪問型子育て支援の実証 

¥13,153,400  子育て推進部 

子ども家庭課 

（子育て支援課） 

153 富山県 

富山市 

富山市版母子健康手帳アプリ（父子健康

手帳のアプリ機能あり） 

普及が進むスマートフォンやタブレットといった身近な情報機器から妊娠・出産・子育て期に関する情報の提供等。 ¥15,485,891  富山市保健所健

康課 

 

【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：～100 万円未満 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

1 京都府 

京丹後市 

結婚応援事業 婚活支援センターの設置、婚活支援団体等による連絡協議会の設立。※「領域2・結婚に向けた情報提供等」の「婚活まるごとサポート事業」（実

績額632,000 円）の一部。 

¥0 ※ 企画総務部企画

政策課少子化・

定住対策係 

2 長野県 

須坂市 

祖父母及び父母のための子育て支援講

座 

祖父母・母が、日頃どのような思いで子どもや孫と関わっているのか、それぞれの立場での意見交換や講演会の開催 ¥10,000  子ども課子育て

支援係 

3 長野県 

須坂市 

託児ボランティア養成講座 託児や親子遊びなどの子育て支援活動を行うボランティアの養成 ¥10,000  子ども課子育て

支援係 

4 茨城県 

笠間市 

結婚を希望するものに対する相談体制

の構築事業 

１市３町連携による行政及び関係団体代表者による協議会の設立。結婚を希望する男女を支援する婚活サポーター養成講座の開催。 ¥15,000  市民活動課 

5 愛知県 

岡崎市 

「岡崎市生と性の健康教育ネットワーク

会議」 

生涯を通じた安心・安全な妊娠・出産のための生と性の健康教育 ¥23,452  保健部健康増進

課 
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【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：～100 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

6 岩手県 縁結びボランティア交流・研修事業 各市町村の縁結びボランティアを対象に、他市町村との交流会を実施し、相互理解やスキルアップを図るとともに、結婚支援事業を実施してい

ない市町村の意識付けにつなげる。 

¥23,900  子ども子育て支

援課 

7 大阪府 

四條畷市 

切れ目のない支援・ネットワーク構築研

修 

子育て機関、保健機関、教育機関、行政、主任児童委員などを対象に研修を 2 回開催し、年齢ごとの所属が変わっても一貫性、継続性を保った

支援をするための仕組みづくりやネットワーク化についての共通認識をもった。 

¥30,000  子育て総合支援

センター 

8 兵庫県 

加西市 

中高生出前講座～結婚から育児まで～ 助産師等が学校に出前講座を実施し、中高生に正しい情報を発信することにより、妊娠・出産に関する正しい情報等を与える。 ¥30,000  人口増政策課 

9 岡山県 

美作市 

子育て力ボトムアップ事業 様々に地域に赴き、本当に伝えたい人たちに講演を聞いてもらう ¥41,562  健康づくり推進

課 

10 静岡県 

小山町 

不妊症・不育症に対する支援者研修会

事業 

保健師・助産師等の母子保健関係者を対象とした不妊症・不育症の専門産婦人科医による研修会 ¥42,000  健康増進課 

11 静岡県 

伊豆の国市 

パパ、ママ子育て応援プログラム 夫の職に対する知識の習得により、初めての出産、育児に安心して臨むことを可能とする。 ¥43,732  健康づくり課 

12 神奈川県 

鎌倉市 

育メンエンジョイ子育て講座の実施 父親の育児参画への意識醸成するため、父親向けに講座を実施する。 ¥52,000  こどもみらい部 

こども相談課 

相談室担当 

13 三重県 健やか親子支援事業 出産・育児に伴う不安を持つ妊産婦を早期に把握し地域で途切れない支援することにより、安心して子育て環境を提供することが、虐待予防に

重要であることはもちろん、第2子、第3子を持つことにもつながる。このためには、特に、妊娠期から出産後における支援が重要であり、関係

機関の連携が課題となっていることから、医療機関を含めた周産期からの関係機関の支援ネットワーク構築を行う。 

¥66,900  子育て支援課 

14 埼玉県 

所沢市 

父親等を対象にした子育て講演会の開

催 

父親等を対象に、どのように育児に参加すれば自身が喜びや幸せを感じ、家族に喜ばれるかを考えていただく機会とする。 ¥77,000  こども支援課 

15 兵庫県 

宝塚市 

宝塚市地域少子化対策強化事業 保育士人材活用支援講座の開催 ¥79,213  保育企画課 

16 埼玉県 

長瀞町 

孫育て講座 子育て講座参加者、子育て先輩ママとの合同意見交換会を実施し、交流を深める。 ¥80,000  健康福祉課 

17 岐阜県 

八百津町 

切れ目のない子育て指導者研修 保育士、小学校の先生のスキルアップ及び情報共有の場として研修会を 2回開催 ¥80,000  子育て支援セン

ター 

18 静岡県 

焼津市 

子育て・恋愛・結婚相談にのれる企業の

お世話役養成講座 

企業内の独身者の恋愛・結婚相談にも応じられるようなスキルを身に付けた人材を育成するためのセミナーを開催 ¥84,144  子育て支援課 

19 大阪府 

島本町 

共働き家庭の父親を対象とする研修会

実施 

育児経験豊富な先輩パパでもある有識者を講師に迎え、研修会を開催した。 ¥93,984  子育て支援課 

20 埼玉県 

加須市 

にぎやか家庭子育て応援事業 市内在住の15歳までの児童5人以上を養育している優良家庭を表彰 ¥116,993  こども局子育て

支援課 

21 岐阜県 

可児市 

企業内家庭教育推進事業 企業等におけるワークライフバランスや子育てへの理解を深め、家庭教育の大切さを広く啓発する。 ¥122,076  文化財課 

22 栃木県 

宇都宮市 

多子家庭をイメージしたデザインを活用

するパブリシティ事業 

子育て世帯を対象とした広告等に「子どもが３人いる家族」のデザインを活用してもらうためのパンフレットを作成し，子育て家庭を対象としたサ

ービス（イベントや広告等）を提供する民間事業者に配布する。 

¥125,196  子ども部子ども

未来課 

23 秋田県 

大館市 

「子育て環境を考える集い in 大館樹海ド

ーム」推進事業 

市民交流及び子育て環境を考える場づくり。 

中学生を対象とした、妊娠・出産・子育てに関する学習会の開催。 

¥127,168  子ども課 

24 熊本県 

御船町 

プレママ・新米ママ応援事業 不安や手探りで育児に取り組む妊産婦に対して先輩ママの母子推進委員が出産前から自宅を訪問し相談相手となる。必要に応じ関係機関など

へ繋ぐ等子育て応援を行う。 

¥128,218  福祉課 

25 静岡県 

小山町 

親子の絆づくりプログラム事業 親同士が学び合い、子育て仲間や環境を作るため、ファシリテーション手法により支援プログラム事業を実施 ¥132,780  健康増進課 

26 静岡県 

小山町 

母子保健事業へのこども相談員の配置

事業 

健診時においてこども相談員による個別相談を実施し、保育園幼稚園就園までの相談を継続的に実施する。 ¥146,512  健康増進課 

27 京都府 

京丹後市 

子育て＆婚活情報紙作成事業 婚活支援情報、子育て支援情報を 1 冊にまとめ紹介する冊子を作成。市役所を始め、市内の挙式・披露宴会場等で広く配布した。 ¥151,200  教育委員会 

子ども未来課 

企画児童係 

28 宮崎県 

宮崎市 

ペアレントトレーナー養成講座開催事業 保育所・幼稚園の職員を対象に子育て支援の実践方法や子育て相談に関する手法等に必要な知識を習得させ、保護者や地域住民へ普及させ

ていく。 

¥152,874  子ども課 

29 岡山県 

総社市 

にこにこ訪問事業 こんにちは赤ちゃん訪問後、孤立しがちな母親につどいの広場のスタッフが訪問して、広場への参加を促す。 ¥160,000  こども課母子保

健係 

30 三重県 

多気町 

子育て講演会 子どもは生まれてからどう育っていくかは親（大人）の責任です。子どもを出産してどのように育てていくか。子どもは、食べること、寝ること、

遊ぶこと、愛される事は絶対的な権利です。このような子育ての基本的なことを講演会形式で幅広い住民のみなさんに聞いていただき、子育

ての楽しさと大切さを理解してもらい、安心して妊娠・出産・子育てができるまちづくりを目指すための先駆的な取り組みである。 

また、結婚・妊娠・出産・育児をサポートする関係者等で構成された子どもの育つまちづくり実行委員会を組織し、講演会へ向けての準備、当日

の運営、講演会後には協議の出来る場を設け、講演会での話題を中心に本町での現状課題などを確認し、改善・解決・対策に向けて話し合う。 

¥162,410  町民福祉課 

31 埼玉県 

長瀞町 

子育て講座 三世代の意見交換会を行い、自己啓発と地域ネットワークの構築を図る。 ¥170,000  健康福祉課 

32 宮城県 

大和町 

子育て情報誌「ぽっかぽか」発行事業  冊子には妊娠期から小学校就学前の子育てに関する町の情報やサービス，近隣自治体の医療機関，広域の相談機関などを，子どもの成長

段階に合わせてわかりやすく掲載し、母子手帳交付時に渡すほか，転入者及び希望者に配布を行う。 

¥189,000  子育て支援課 

33 広島県 

府中市 

女性サポート講座 働く女性や子育て中の世代などを対象に、結婚・出産・子育てに対する意識改革の効果が期待できるような連続講座を開催する。 ¥194,897  女性こども課女

性応援係 

34 新潟県 

胎内市 

子育て情報メール配信事業 子育て中の方及び一般市民を対象に、子育てに係る各種情報と防災情報をメール配信し、きめ細かな情報伝達と地域における子育て支援啓

発を推進するとともに、子どもの安心安全を確保する 

¥195,480   

35 鹿児島県 

西之表市 

いのちの授業 性に対する専門家を招聘し、小学校高学年から中高生までを対象に講演会を開催した。合わせて、思春期の子どもたちにとってより身近で信

頼できる存在である教職員等に対して、各々が抱えていてなかなか解決が困難な事例について専門家からアドバイスを受けることができた。

また、保護者に対して、講演後に車座にてミニ講座を開いて、不安解消に繋げる場を設けることができた。 

¥201,187   

36 福岡県 

大木町 

相談対応者及び子育てサポーターのス

キルアップと相談ネットワークの構築 

町内の保育園、幼稚園、学校、学童保育所等、直接児童に関わる者たちが、一つのテーブルで、研修や交流を行うことで、相談対応者のネット

ワークを構築する。 

¥207,869  こども未来課子

育て支援係 

37 長野県 

飯島町 

子育て支援ネットワーク事業 地域をあげての子育て支援が今後さらに重要となる中、子育て講演会の実施を地域、町内企業に呼びかけ、地域全体での子育てネットワーク

づくりの土台づくりを行った。 

¥221,870  教育委員会 

こども室 

38 奈良県 

葛城市 

子育て包括支援システム作り事業 子育てにかかわる期間が、葛城市独自の生まれる前からの切れ目のない子育て支援をするために、システムの構築を行い、ネットワークを

構築する。 

¥236,000  子育て福祉課 
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【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：～100 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

39 山梨県 やまなし企業子宝率調査事業 企業の子宝率（企業の合計特殊出生率）を調査し、優良企業の取組事例を広く周知する。 ¥252,720  企画県民部県民

生活・男女参画

課 

40 宮崎県 

国富町 

“脱少子化”結婚から子育て支援事業 特設ブース設置 ¥270,000  福祉課 

41 新潟県 

見附市 

子育てマイスターの養成と活躍の場の

提供 

子育てを支援できる方対象に育児等に関する相談スキルを身に着けるための講習会を開催し、子育てマイスターを養成。ほっとカフェを実施し

子育て世代と交流し、相談等を行っている。 

¥277,002  こども課元気子

育て係 

42 愛媛県 

松前町 

まさき町笑顔の種まきプロジェクト        

笑顔の種まきサポートブック作成 

リレー講座の内容や子ども・子育て支援制度の概要、関係機関等などをまとめ、子育てに活用できる情報提供 ¥291,600  保健福祉部福祉

課児童福祉係 

43 埼玉県 

幸手市 

地域三世代子育て支援事業 孫育て講座の開催 ¥292,535   

44 愛媛県 

松前町 

まさき町笑顔の種まきプロジェクト        

まさき町笑顔の種まきリレー講座 

妊娠・出産・育児等をしやすい地域づくりに向けて、身近な場所で気軽に話しながら啓発・情報提供を行う事業 ¥298,390  保健福祉部福祉

課児童福祉係 

45 石川県 

かほく市 

子育て支援ガイドブック作成 市で実施している子育て支援事業を知っていただくために、子育て支援ガイドブックを作成するためのデータを作成する。 ¥299,160  子育て支援課 

46 大阪府 

大東市 

女性の社会参加の地域づくり事業 母親座談会の実施。 ¥300,000  政策推進部 

企画経営課 

47 大阪府 

島本町 

育メン・育ボス養成講演事業 企業における男性への啓発を主たる目的として、良い家庭のあり方、子育てのあり方についての講演会を行った。 ¥300,708  子育て支援課 

48 静岡県 

裾野市 

地域における子育て相談体制強化事業 「子育て支援パートナー」養成講座の開催。 

きめ細やかな相談業務を行うため、「子育て相談支援員」を配置。 

¥304,880  子育て 支援室

（H27 は子育て

支援課） 

49 島根県 

海士町 

結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づ

くりに向けた環境整備事業 

子育て世代と高齢者との交流会の実施 ¥305,000  地域共育課 

50 三重県 

伊賀市 

伊賀市少子化対策計画事業（０歳児サロ

ン） 

子どもが１歳になるまでの間は、母親の育児不安も大きい。また、ケースによっては外出の機会も減り、他との交流も減り閉じこもりがちにな

る。その間に同じ月齢の親子との交流や相談できる場を提供することで不安を軽減し、心身のリフレッシュができる事で仲間作りを促進すると

ともに虐待予防にもつなげる。 

¥308,566  健康福祉部 

健康推進課 

51 大阪府 

島本町 

男性の家庭生活参画支援事業 就学前児童の保護者である父親を対象に、家事シェアすることのメリット・タイムマネジメントに関する講義のほか、調理実習を行い、家事・育

児を行っていく上での技術・知識を身につけていただいた。 

¥312,423  子育て支援課 

52 静岡県 

森町 

子ども発育支援事業 幼児期の節目の健診や相談会において、切れ目なく心理士に従事してもらうことで、発達障害児等の特別な支援を要する児の早期発見をし、

早期療育につなげる。 

¥319,940  保健福祉課 保

健スタッフ 

53 福岡県 

吉富町 

子育て家庭応援事業 訪問型子育て支援 ¥323,208  健康福祉課福祉

係 

54 山形県 

鶴岡市 

家事支援ニーズ調査 ４・７か月児健診時のアンケート調査による家事支援サービスに対して潜在するニーズの把握 ¥324,000  子育て推進課 

55 宮崎県 

小林市 

イクメン&カジメンパパくらぶ事業 父親の育児・家事参加を促すため、講演会やおもちゃ作り、クッキングを行う。 ¥330,825  子育て支援課 

56 岩手県 若者と親世代の結婚観の相互理解推進

事業 

結婚したいという若者と、親や会社の上司、地域団体等のメンバーによる意見交換会を開催し、若者と親の結婚観の違いを相互に理解し、必要

とされる支援について検討を実施。 

¥339,290  子ども子育て支

援課 

57 静岡県 

裾野市 

子育て支援講座開催事業 中学生を対象とした「みらいのパパ・ママスクール」を開催し、妊娠・出産等に関する正しい知識の普及啓発を実施。 ¥340,122  H26 子育て支援

室（H27子育て支

援課） 

58 静岡県 

川根本町 

川根本町未来子ども育成支援事業 育児ボランティア体験教室 

地域力を高める育成事業（ｿｰｼｬﾙｷｬﾋﾟﾀﾙ） 

¥341,843  生活健康課 健

康室 

59 山口県 

萩市 

萩☆ハグ♡プロジェクト～萩をまるごと

抱きしめよう！～ 

「こどもハグ♡アカデミー」（育児期世代への育児講座） ¥375,976  保健福祉部 

健康増進課 

60 和歌山県 助産師・保健師のスキルアップ研修 妊娠・出産。育児に係る支援を担う人材養成研修会を開催。 ¥376,145  健康推進課 

母子保健班 

61 兵庫県 

宝塚市 

宝塚市地域少子化対策強化事業 市民フォーラムの開催 ¥378,926  子ども政策課 

62 富山県 

立山町 

たてやま未来の大人プロジェクト 中学生・高校生を対象とした生命の大切さを伝える健康教育の実施。 ¥390,917  健康福祉課 

63 静岡県 

小山町 

助産師による妊婦電話相談・子育て相談

事業 

妊産婦の精神保健指導を含めた助産師による妊婦相談、出産後の母乳の与え方指導等個別相談支援 ¥391,852  健康増進課 

64 新潟県 

五泉市 

子育てサポート事業～乳幼児期におけ

る育児継続支援：乳児期編「新米ママの

育児セミナー」 

乳児早期の子育て支援体制を強化することで、きめ細かな子育て環境を整備する。育児の知識・技術の学習や、仲間づくりを推進し育児不安や

負担を軽減する。 

¥395,000  こども課 

65 岡山県 本県における少子化の要因分析事業 本県の少子化の要因等について、専門家による各種調査のさらなる分析実施 ¥399,600  保健福祉部子ど

も未来課 

66 静岡県 

裾野市 

子育て中の母親ネットワーク形成事業 子育てで退職した方や育休中の方が持っている各種スキル発揮する場として「ママチャレ！」を開催。 ¥400,000  H26 子ども教育

課（H27 子ども保

育課） 

67 三重県 

津市 

子育てできるお父さん養成塾 お父さんに子育ての基礎知識を学んでもらうことにより、育児への参加を促進するとともに母親の育児負担の軽減を図る。 ¥400,000  子育て推進課 

68 高知県 

中芸広域連

合 

子どもの発達支援の専門職による子ど

もの発達相談 

子どもの発達ということを軸にして、発達の捉え方、理解の仕方、対応の仕方等をスーパーバイズする ¥407,110  保健福祉課 

69 山口県 

宇部市 

産科・小児科つないで安心プロジェクト  ¥426,600  健康推進課 

70 宮城県 

松島町 

子育て支援ガイドブック作成事業 子育てに関する地域の資源や手当、助成などの情報を提供し、子育て支援に資する。 ¥434,160  福祉班 

71 岡山県 

総社市 

妊娠・出産・子育てｻｰﾋﾞｽに係る情報提

供と個別カウンセリング相談事業 

保健師による子育て相談と情報提供。。臨床心理士による母親の個別カウンセリング。 ¥436,300  こども課母子保

健係 
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【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：～100 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

72 兵庫県 

淡路市 

子育てセミナーの開催 子育て関係者による市民向けのセミナーを行った ¥440,627  子育て応援課 

73 長野県 

東御市 

子育てしやすい環境づくり事業 子育て支援サポーターを養成し、市民共助のまちづくりを推進する。 ¥441,971  健康福祉部 

子育て支援課 

74 新潟 

燕市 

「（仮称）燕縁の会（えんえんのかい）」の

サークル設立支援事業 

「人の役に立ちたい」「人を結び付けたい」と思いを抱いている方を対象に、最近の結婚事情に合わせた結び付けの心構えやその方法、情報

の交換と共有の活動が行えるサークルの設立に向けた支援を行い、未婚者増加の抑制を図る。 

¥446,010  教育委員会社会

教育課生涯学習

推進係 

75 宮崎県 

宮崎市 

子育てコーディネーター講座 妊娠時から子育てまでの相談を受ける「子育て支援コーディネーターを設置する。 ¥472,654  子育て支援課 

76 栃木県 

小山市 

オレンジリボン運動10周年企画 オレンジリボンたすきリレー各中継地点（小山市外も含む）や商業施設等の約３０ヶ所において育児支援制度等の普及啓発活動を実施 ¥477,920  子育て・家庭支

援課家庭児童相

談係 

77 大阪府 

泉南市 

子育て支援者間のネットワークの構築

事業 

公・民の子育て支援事業に携わる支援者が、同じ目線に立って情報共有・課題認識を行い、ネットワークを形成し、協働して子育て支援を行うた

めの基盤を整備する。 

¥480,020  保育子育て支援

課 

78 長野県 

飯田市 

こども家庭応援センター事業 核家族化が進み、生活様式が多様化する現代社会において、子育て家庭の孤立化等に起因する、児童虐待が社会問題化している。また一方

では発達に心配のある子どもへの支援の充実も求められてきている。こうした課題を始めとする現代の子育て家庭の抱える様々な課題に柔

軟に対応するため、相談機能と関係機関との連携機能を持つ「こども家庭応援センター」を設置した。 

¥484,584  健康福祉部 

子育て支援課 

79 山口県 

長門市 

地域子育て推進事業 地域のシニア層や生産者と、小中学生やその保護者をマッチングさせ、新たな地域コミュニティによる地域ぐるみの子育て支援組織の体制構

築を行う。 

¥488,000  企画総務部企画

政策課 

80 岡山県 

総社市 

子育てメンター養成講座及び登録事業 地域の身近な人から適切な育児支援が受けられるよう、支援者を養成する講座。（５回シリーズ） ¥488,761  こども課母子保

健係 

81 宮崎県 

延岡市 

父親育児講座開催事業 講座を通して父親としての役割について学び。父親通しのネットワークづくりのきっかけを作った。 ¥494,215  こども家庭課 

82 石川県 

かほく市 

結婚・妊娠・出産・育児をテーマにしたア

プリ周知用イベント開催 

開発したアプリの周知を図り広く利用を促進するため、結婚・妊娠・出産・育児に関連したイベントを開催する。 ¥499,824  子育て支援課 

83 岐阜県 中山間地型病児・病後児保育促進事業 県内の病児・病後児保育サービスの利用が困難な地域の保育士等を対象に、病児保育を実施することが可能な保育士専門研修を年２回開催。 ¥500,000  子育て支援課保

育支援係 

84 宮崎県 

五ヶ瀬町 

子育て支援情報発信事業 妊娠から子育てまでの情報を集めたパンフレット（情報誌）を作成し、各世帯に配布。子育て支援センターや学校での講話に活用する。 ¥502,000  福祉課 

85 長野県 

木祖村 

子育て支援ハンドブック作成事業 結婚から子育てに関する正しい知識を身につけるためのハンドブックを作成し、ハンドブックを使ったセミナーを開催 ¥504,360  住民福祉課 

86 岐阜県 

郡上市 

安心子育てガイドブック事業 妊娠、出産、子育てに関わる情報を掲載した「安心子育てガイドブックを作成し、対象家庭に配布。 ¥511,256  健 康 福 祉 部   

児童家庭課 

87 福島県 職場で行う切れ目のない支援促進事業 職場での従業員の出産・子育て、婚活を応援する機運を高めるため、事業者を対象に研修を行い、事業所の取組をタウン誌で紹介する。 ¥533,248  こども・青少年政

策課 

88 富山県 

 

病児・病後児サポート推進事業 病児・病後児保育従事者向け研修の実施、医療、保育、行政関係者による病児・病後児保育に関する意見交換会の実施 ¥535,941  児童青年家庭課 

89 岐阜県 

中津川市 

シニア向け子育て支援サポーター養成

講座 

シニア世代を対象に地域で活躍する人材を育成、また、パンフレットを作成しシニア世代の支援者拡大を図った。 ¥556,375  文化スポーツ部

生涯学習スポー

ツ課 

90 茨城県 

 

ハイリスク妊産婦支援体制整備事業 要支援妊産婦支援体制を構築し、医療機関と保健機関の連携強化、安心・安全な子育て環境の整備及び児童虐待の未然防止を図る。 ¥566,176  子ども家庭課 

91 奈良県 子育て支援のためのペアレントトレーニ

ング地域推進事業 

・保護者向け講座開催に向け指導者へのアドバイス 

・市町村が指導者を養成するための人材育成支援 

¥593,750  こども家庭課児

童虐待対策係 

92 北海道 

栗山町 

くりやまライフサポーター事業 結婚、妊娠、出産、子育て、それぞれのライフステージにおいて、経済的な不安を解消するため、ファイナンシャル・プランナーによる講演会、

個別相談モニター体験等を実施。 

¥595,400  若者定住推進室 

93 大阪府 

豊能町 

次世代ネットワークづくり 妊娠から父親、母親、おじいちゃん、おばあちゃん、地域の児童生徒、次世代を担う若年など幅広く参加できるよう、あえて参加対象を絞らない

参加型の育児講座を実施した。 

¥597,896  教育委員会 

教育支援課 

94 静岡県 

伊豆の国市 

親子の絆づくり教室 リラックス空間において、母親同士が子育ての悩みを共有しながら、自助解決の力を身に着ける。 ¥598,171  健康づくり課 

95 滋賀県 

近江八幡市 

子ども・子育て支援の普及啓発事業 子ども・子育て支援に関する情報等を盛り込んだリーフレットを作成、全戸配布 ¥600,000  子ども支援課 

96 青森県 

弘前市 

産み・育てたいまち「ひろさき」PR パンフ

レット作成事業 

弘前市の独自の施策を含む「結婚、妊娠、出産、育児に係る施策」を分かりやすくまとめ、子どもを産み育てることに対して明るく肯定的なイメー

ジを抱けるようなパンフレットの作成を行い情報発信した。 

¥616,971  子育て支援課 

97 長野県 

駒ヶ根市 

子育て情報誌（携帯版ガイドブック）の作

成 

子育てを経験した母親が中心となり、子育てに役立つ身近な情報をまとめたガイドブックを作製した。 ¥617,440  子ども課 

98 鳥取県 とっとり子育て魅力発信事業 大都市での生活と比較し、鳥取県での生活の良さを認識してもらうことにより、鳥取県での就職、生活を選択する動機付けを行う。 ¥621,000  福祉保健部子育

て王国推進局子

育て応援課 

99 山口県 

長門市 

子育て支援イベント開催事業 市民に絵本や読書の魅力を理解させ、読み聞かせ活動に関わる人材を育成することで、地域ぐるみの子育てを推進する。 ¥650,000  企画総務部企画

政策課 

100 福岡県 

新宮町 

家族づくり（結婚・妊娠・出産・育児）の啓

発のための情報発信事業 

冊子を作成し、家族づくりの啓発を行う ¥697,900  健 康 福 祉 課   

子育て支援室 

101 島根県 

飯南町 

本から学ぶすくすく成長事業 保護者、特に父親に、子育てに関する意識の向上や子どもとの触れあい方、コミュニケーション能力の養成を目的として、子育て支援の指導に

関する見識及び指導技術を有する講師により、父親・地域住民に対し研修を実施する。 

¥713,681   

102 宮崎県 

宮崎市 

育児支援事業 行政・民間の情報を集約した子育てマップを作成し、行政や関係機関が母親に必要な情報を提供する。 ¥745,200  健康支援課 

103 宮城県 

山元町 

ベビーマッサージ・ベビーコミュニケー

ション講座実施事業 

講師に蛯原英里氏を迎え、乳幼児を持つ母子を対象にベビーマッサージ講座を実施 ¥792,926  保健福祉課 

すこやか福祉班 

（現子育て支援

班） 
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【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：～100 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

104 鹿児島県 地域子育て力支援強化モデル事業 団塊世代，高校生，大学生，専門学校生及び各種団体等が，育児のノウハウや育児を取り巻く環境・課題について認識を深め，産官学連携や

地域一体となって子育て支援について行動する機運を醸成するとともに，その取り組みを県内各地域に普及・啓発することにより，それぞれの

地域における子育て力支援の強化を図った。 

¥800,000  青少年男女共同

参画課少子化対

策係 

105 栃木県 イクメン普及促進事業 イクメンマーク＆イクメン川柳を公募し、本県オリジナルのイクメンマークの活用によりイクメンの普及や企業の男性の育児参加の取り組み支

援の普及啓発を行った。 

¥800,997  こども政策課 

106 奈良県 男性の育児参加推進フォーラム開催事

業 

男性の育児参加推進セミナー 

男性の育児参加推進フォーラム の開催 

¥817,142  女性支援課男女

共同参画推進係 

107 大阪府 

四條畷市 

すこやか子育て支援事務 妊婦及びその配偶者、０歳から小学校３年生までの親子を対象に育児・健康に関する教室やイベントの参加、健診受診及び親子で健康に関す

る目標に取り組んでいただき、指定する一定のポイントに達成できれば、子育て・健康に関連する保健や子育てに関する啓発文語を添えて記

念品を進呈。 

¥839,000  保健センター 

108 長崎県 

新上五島町 

子育て支援者育成講座事業 子育て支援者育成講座の開催や母子保健推進員の研修会の実施を通して、子育て支援者の人材の育成、子育て支援サポーター養成を図ると

ともに、子育てを地域全体で支える体制、環境づくりを進める。 

¥843,685  こども課 

109 群馬県 イクメン応援セミナー 子育て中の夫婦などを対象に、育児に関する意識啓発講座等を開催した。 ¥849,927  少子化対策・青

少年課 

110 岐阜県 

中津川市 

子育てネットワーク構築事業 子育て世代や支援者が集うネットワークを構築し、子育て情報の共有と課題解決に向けた会議等を開催した。 ¥873,635  文化スポーツ部

生涯学習スポー

ツ課 

111 山形県 

鶴岡市 

妊娠・出産・子育て支援一連のホームペ

ージの作成 

妊娠・出産・子育て支援一連の施策をホームページで市内外に発信し、子育てに関する住民意識の醸成や、関係住民への利便提供と情報発信 ¥884,000  子育て推進課 

112 岐阜県 妊娠早期からの支援ネットワーク化事業 県内統一した妊娠届出書を作成し、医療機関、市町村が連携し、妊娠早期からのハイリスク妊婦の把握と支援を実施すると共に、圏域毎及び県

全体で連携会議を開催し、連携方法や支援体制を検討しネットワークを構築する。 

¥914,327  保健医療課母子

保健係 

113 鹿児島県 奄美子宝地域子育て支援等普及啓発事

業 

全国的にも子宝に恵まれた地域として知られている奄美地域の子育て等の支援の取組について，市町村，集落組織，ＮＰＯ，関係団体，大学

サークル等を対象にした「奄美子宝地域子育て普及シンポジウム」を開催し，県内全域に，妊娠・出産，子育て等の支援について普及啓発を図

り，安心して生み育てられる環境づくりを推進した。 

¥921,765  青少年男女共同

参画課少子化対

策係 

114 宮崎県 

串間市 

子育て支援情報発信事業 未来の親たちへの啓発や子育てに必要な情報の周知を図る為、情報誌を作成し活用することで、子育てしやすい環境をつくる。 ¥959,040  福 祉 事 務 所   

子育て支援係 

115 静岡県 不育症支援者研修事業 不育症に対する産婦人科医療機関等の従事者向け研修会 ¥961,996  こども家庭課 

母子保健班 

116 福岡県 

北九州市 

男性の家事育児参画促進 

「子育てパパの居場所づくり」 

父親にも子育てに関心を持ってもらい、より積極的に子育てに参画してもらうため、２箇所の親子ふれあいルームを月１回土曜日に開所。 ¥962,340  子育て支援課 

117 宮崎県 

宮崎市 

家庭訪問型子育て支援事業 子育て支援センター等の施設を利用していない家庭を支援する「家庭訪問型子育て支援事業（ホームスタート）」を実践する。 ¥965,591  子ども課 

118 神奈川県 

鎌倉市 

エンジョイ子育て応援事業実施人材の育

成 

子育て講座を開講できる人材を育成するため、認定ファシリテーターの研修を受け、資格を取得する。 ¥976,836  こどもみらい部 

こども相談課 

相談室担当 

119 愛媛県 

四国中央市 

四国中央市イクメン推進事業 男性の育児や家事への参加を促すための講座の実施。ネットワークの構築 ¥979,000  こども課 

120 埼玉県 埼玉県住まい安心支援ネットワーク運営

事業 

子育て支援情報を統一フォーマットで一体的に提供できるホームページを埼玉県安心支援ネットワークで整備 ¥999,888  住宅課 

 
【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：100～300 万円未満 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

121 滋賀県 

東近江市 

地域の結婚・子育て魅力発信事業 魅力発信冊子作成、東近江市よいとこ講演会、魅力発信員の設置、ポータルサイトの構築・運営 ¥1,000,000  まちづくり協働課 

122 静岡県 

西伊豆町 

西伊豆幸せアップ作戦 独身者意識調査 ¥1,000,400  環境福祉課 

123 埼玉県 

長瀞町 

子育てコンシェルジュ設置事業 子育てに関する情報提供や相談業務を実施する。 ¥1,001,551  健康福祉課 

124 大阪府 

東大阪市 

公私・幼保合同講演会・人材マッチング

事業 

保育所や幼稚園の人材不足を解消するために、セミナー等を開催する。 ¥1,022,490  子どもすこやか

部施設指導課 

125 兵庫県 少子対策ネットワーク構築事業 子育て支援団体と結婚・妊娠・出産など広く少子対策に関わる団体、支援を受ける者との交流会を開催することにより、少子対策ネットワークを

構築し、新たな課題の発見と解決に向けて子育て支援団体や少子対策団体の発展を図る。 

¥1,038,000  男女家庭課 

126 福岡県 

北九州市 

男性の家事育児参画促進 

「父親向けハンドブックの作成」 

父親が子育てについて、その責任とともに喜びを実感し、主体的に関わることができるように「ハンドブック」を作成し、その配布を通じて意識

の醸成に取り組む。 

¥1,047,600  総務企画課 

127 埼玉県 

新座市 

怒鳴らない、叩かない子育て普及及び

子育てコミュニティ構築事業 

ＣＳＰで育児が楽しく上手になるコツを学び、子どもの預け合いを通じて、孤育ての解消、子育て資源の発掘を目指す。 ¥1,068,170  子育て支援課 

128 宮崎県 

門川町 

子育て支援事業 若い世代を主な配布対象として子育て支援情報ガイドブックを 2,000 部作成する。乳幼児健診、子育て応援フェスティバル、幼稚園、保育園など

で配布するとともに、子育て支援拠点施設（50 部×2 箇所）、児童館（20 部）役場窓口等（50 部×３箇所）に設置するほか、町内の公共施設等に

設置する。 

¥1,080,000  福祉課 子育て

支援係 

129 宮崎県 

宮崎市 

不育症等サポート事業 不育症患者の心のケアをするとともに、不育症についての知識を伝え、医療機関への相談を促し、結果、妊娠・出産へと繋がるように支援す

る。 

¥1,081,237  健康支援課 

130 長崎県 地域の子育て力アップ事業 

(2)出前講座 

企業等への出前講座を通じて子育てしやすい環境作りを推進する ¥1,085,148  こども未来課 

総務企画班 

131 奈良県 

葛城市 

BPファシリテーター養成講座 実施事業 第1子親子を対象の BP プログラムを実施するためのファシリテーターを養成するための講座 ¥1,099,440  子育て福祉課 

132 宮城県 

多賀城市 

子育てガイドブック作成事業 安心して子どもを産み育てられる環境の整備。子育てに関する情報提供を行い、子育ての不安感・負担感・孤立感の解消を図る。 ¥1,101,859  保健福祉部こど

も福祉課 

133 北海道 子ども・子育て応援セミナー開催事業 道内１４振興局ごとに地域の子育て支援に携わる行政職員や子育て支援関係者等が一堂に会し、地域の実情に応じた課題を検討する場として

セミナーを開催。 

¥1,102,193  子ども子育て支

援課 
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【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：100～300 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

134 埼玉県 

川島町 

川島町地域少子化対策強化事業 町の少子化対策拠点施設の整備計画案を、町民・子育て関連団体とともに策定 ¥1,123,200  子育て支援課 

135 福島県 

いわき市 

潜在保育士の復職推進事業 保育士養成校卒業者にアンケート調査を実施、効果的な復職支援方法を検討、また、復職に向けた研修も実施 ¥1,127,389  こどもみらい部

こども支援課保

育・教育係 

136 高知県 「高知家の産後ケア」体制づくり事業  産後ケアのニーズ調査の実施。標準化された産後ケアサービスを全ての市町村において受けることができるよう検討会の開催等。産婦支援

の視点を強化したケアのための人材育成を目的に市町村担当者等を対象とした研修会の実施。 

¥1,128,536  健康政策部 

健康対策課 

137 富山県 プレ社会人のための未来設計事業 学生が人生のビジョンを持たずに卒業・就職し社会に出ることで、仕事に打ち込み、あるいはまだ早いと思っているうちに年齢を重ねてしま

い、結婚や出産をめぐる条件が厳しくなってしまうことも多い。このため、学生が卒業後も充実した人生を送るために、社会に出る前に、家庭や

子供を持つことの素晴らしさや妊娠適齢期等について理解を深め、そのうえで自分の将来や人生を考え、自分がどう生きたいか（結婚し、子供

を持ちたいか）、そのために自分はどうすべきかといったライフデザインを描くことが重要である。自分の将来を思い描き、意識することによっ

て、若いうちからの結婚・出産への積極的な動機づけとなる。 

¥1,132,420  知事政策局 

138 静岡県 

河津町 

電話健康相談事業 電話による 24 時間・年中無休・通話料及び相談料無料で各専門家（医師、保健師、看護師、管理栄養士等）の医療健康相談サービス受けられる

事業所と委託契約を結びサービスの提供を図った。 

¥1,138,752  保健福祉課福祉

係 

139 山形県 

鶴岡市 

地域子育て推進シンポジウム 家庭教育についての学習の機会の提供 

広く子育ての現状や課題への関心と理解を深める機会の提供 

¥1,139,843  社会教育課 

140 静岡県 

牧之原市 

第2 子第3 子誕生につなげるための～

楽しい家庭生活と子育て支援セミナー～ 

講座等により、親自身が子育てについて考え、自分に合った育児方法への気づきを与える。親同士の交流、仲間づくりを図る。 ¥1,146,351  子ども子育て課

子育て支援係 

141 高知県 企業の子育て支援の促進 乳幼児健診に関する周知・広報活動（乳幼児健診受診に対する理解の促進を図るためのポスターの作成・配布） ¥1,155,600  健康政策部 

健康対策課 

142 三重県 「少子化危機突破フォーラム in 尾鷲」開

催事業 

近畿ブロック内の自治体が参加し、交付金の活用事例を発表する「少子化危機突破フォーラムin 尾鷲」を平成26年5月に日本創生会議の推計

で、東海３県の市で唯一「消滅の可能性が高い」とされた尾鷲市で、三重県の少子化危機突破の具体的なアクションをスタートさせるフォーラム

として位置付けて開催することにより、地域の少子化対策に対する機運を一層高める。 

¥1,171,150  少子化対策課 

143 長野県 地域少子化対策強化交付金活用事例フ

ォーラム 

地域少子化対策強化交付金の活用事例を広く発信し、少子化対策の取組の広がりを促していくため、フォーラムを開催。 ¥1,171,749  次世代サポート

課 

144 沖縄県 

読谷村 

読谷村地域少子化対策強化事業 結婚・妊娠・出産・育児の一貫した支援のための情報発信事業を委託により実施 ¥1,199,400  こども未来課 

145 福島県 

大玉村 

大玉村子育て支援事業「さくらカフェ」 子育て親子の交流の場の提供業務委託 ¥1,205,000  住民福祉部健康

福祉課社会福祉

係 

146 奈良県 「なら子育て応援リレーコラム」作成事業 子育ては楽しいというポジティブな応援メッセージをコラムとして発信するホームページを作成 ¥1,220,033  子育て支援課子

育て支援係 

147 兵庫県 

西脇市 

３世代パパ育て事業（３世代共通事業） イクメン（今の父親）だけでなく、祖父（昔の父親）や若者（次世代の父親）を巻き込み、男性が育児に積極的に関わっていく地域文化の醸成を図

る。 

¥1,231,200  こども福祉課 

148 静岡県 赤ちゃんが育てるパパママ力向上事業 育児中の夫婦による体験学習の実施 ¥1,236,066  こども未来課 

子育て支援班 

149 長崎県 

南島原市 

出産・子育てしやすいまち№1事業 出産・子育てしやすいまち全国№1 をめざして、地域人材を活用した家庭教育支援指導者の養成や婚活プログラムの開発、情報提供等に取り

組む。 

¥1,240,584  生涯学習課 

150 山口県 

周南市 

ハピ・ハグ（Happy Hug）フォーラム事業 商店街を中心に開催されるイベント「こどもっちゃ！商店街」とタイアップし、フォーラム実行委員会で企画した講演会等の実施。（結婚）ワークシ

ョップ「半径５メートルの日常」をプロデュース～婚活の前に結婚を考える～の開催。（妊娠・出産）講演会「そうだったのか！知っておきたい妊

娠・出産のこと」。（子育て）講演会『ほめない子育て」で、子どもは伸びる』、人形劇「ちいちいにんにん」の開催。 

¥1,241,878  福祉部子育て支

援課 

151 神奈川県 

鎌倉市 

エンジョイ子育て講座の実施 ＢＰ（ベビー・プログラム）講座、ＮＰ（ノーバディーズ・パーフェクト）講座、ＣＳＰ講座、トリプルＰ講座と対象児童の年齢や内容の違う 4 種類のエ

ンジョイ子育て講座を開催。 

¥1,263,679  こどもみらい部 

こども相談課 

相談室担当 

152 長野県 

箕輪町 

少子化対策に関する普及啓発事業 少子化に関する諸課題について、若い年代層の理解を深めるため、ＤＶＤを作成。それを利用した出前講座を実施。 ¥1,267,596  生涯学習課 

153 福井県 

鯖江市 

結婚～育児ガイドブック作成事業 結婚・妊娠・出産・育児の情報を網羅したガイドブックの作成 ¥1,274,400  児童福祉課母子

児童グループ 

154 富山県 イクメン・カジダン出前講座 企業において、男性従業員が長時間労働を前提とした働き方を見直すきっかけを提供し、男性の仕事と生活の調和の実現及び家事・育児に参

画しやすい職場環境づくりを推進するための講座を開催。大学においては、社会に出る前に、自身のライフキャリアについて考えるきっかけを

提供する講座を開催することで、将来のイクメン・カジダンを増やす。 

¥1,275,606  男女参画・県民

協働課 

155 新潟県 

湯沢町 

湯沢町少子化対策・子育て支援強化事

業 

ポータルサイト構築事業 ¥1,300,000  子育て支援課 

156 京都府 子育てしやすい住宅・住環境整備検討事

業 

子育て家庭が求める住環境の調査・検討を行う。 ¥1,320,493  少子化対策課 

157 兵庫県 

 

父親の子育て応援セミナー事業 職場での理解と参画を深め、子育て家庭を地域で支えるための男性向け子育てセミナーを実施する。 ¥1,325,000  男女家庭課 

158 宮崎県 パパの子育て向上事業 子育て中のパパを対象として父子手帳による育児講座の開催 ¥1,343,000  こども政策課 

子育て支援担当 

159 山口県 

長門市 

知ってもらおう事業（少子化対策ホーム

ページ開設事業） 

市民等が、結婚、妊娠・出産、子育てまでの最新情報を総合的に取得でき、動画での事業紹介も可能な支援ポータルサイトを作成する。 ¥1,346,000  企画総務部企画

政策課 

160 新潟県 

小千谷市 

情報メール配信・相談事業 結婚・妊娠・出産・育児に関するタイムリーな情報提供及び電子メールによる各相談体制の構築 ¥1,371,968  社会福祉課子育

て支援係 

161 鳥取県 

北栄町 

北栄町少子化対策強化事業 母親の子育て負担感軽減のために男性の育児参加の意識向上及び家事分担の促進に取り組む。 ¥1,404,000  教育総務課 

162 福井県 高校生ライフデザインセミナー事業 近い将来、結婚適齢期を迎える高校生に、結婚や子育てを含めた自らのライフプランについて考える機会を提供することで、結婚観・家族観の

醸成を図る。 

¥1,436,000  子ども家庭課 

163 秋田県 

大館市 

企業による女性の仕事と子育て両立支

援促進事業 

子育て応援講演会の開催。子育て中の従業員に積極的な支援を行っている企業、団体に対する「働くパパママ応援企業認定制度」を実施。 ¥1,477,432  子ども課 

164 宮崎県 

延岡市 

子育て支援情報発信強化事業 妊娠・出産や子育てに関する情報を掲載したハンドブックを作成し、市内各所で配布した。 ¥1,486,080  こども家庭課 

165 島根県 しまね子育て One Heart 事業（子育て・

子育ち支援ガイドブック作成） 

子育て支援や放課後児童クラブ等の預かり情報だけでなく、「ひとの情報」を掲載したガイドブックの作成 ¥1,493,186  青少年家庭課 
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●実績額：100～300 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

166 静岡県 

裾野市 

企業、市民との協働による子育てにやさ

しい街づくり事業 

企業の有する資源や街中の子育てに有効な資源の掘り起しを市民や企業との協働により行い、集まった情報を整理し市民に提供するための

サイトを構築。 

¥1,502,711  子ど も 教育課

（H27 は子ども保

育課） 

167 茨城県 

 

妊娠サポーター育成事業 妊娠・出産に関する正しい知識の普及啓発ができる人材育成を図る。 ¥1,507,516  子ども家庭課 

168 静岡県 

磐田市 

子育てスキル応援講座 BP プログラムのファシリテーターを養成し、BP プログラムを実施。思春期講座とのタイアップとともに、子育て支援センター事業、主任児童委

員等が行う地区活動につなげ、講座を継続。 

¥1,511,333  子育て支援課 

169 宮崎県 

えびの市 

子育て支援情報広報啓発事業 妊娠から子育てに関する情報を掲載する子育て支援ハンドブックを作製し、子育て家庭等に配布した。 ¥1,544,400  福 祉 事 務 所     

子育て支援係 

170 山形県 結婚,出産に関する正しい知識の普及啓

発事業 

結婚、妊娠・出産、子育てに関する相談窓口や情報を掲載したパンフレットの作成・配布 ¥1,568,160   

171 滋賀県 

高島市 

たかしま結びと育ちの応援団事業 ライフプラン（結婚・妊娠・出産・育児）講演会の開催。各種届出時（婚姻・転入・出生）にコンシェルジュ・ＨＰに関するチラシを配布。結婚・妊娠・

出産・育児の素晴らしさを発信するための写真展開催。 

¥1,573,520  子育て支援課 

172 埼玉県 

鳩山町 

子育てガイドブックの作成 鳩山町子育てガイドブックの作成・配布 ¥1,587,600  健康福祉課社会

福祉担当 

173 千葉県 

松戸市 

子育てを通じた地域づくり人材育成事業 ・父親のための子育て応援講座、地域の大人たちによる 松戸子育て応援団講座 ¥1,596,630  子育て支援課 

174 新潟県 

長岡市 

働きやすい職場環境推進モデル事業 子育て世代が働きやすい職場環境づくりを支援するため、企業においてワークライフバランスに取り組むことが社員の就業意識や職場環境の

向上、人材の確保、業務改善につながることを実感してもらい、積極的な取り組み企業を増やしていくことを目的に事業を実施する。 

¥1,630,800  商業振興課 

175 兵庫県 

三木市 

「集まれ！三木のイクメン達」 パパの育児参加を促進する参加型スキルアップ講習 ¥1,641,340  子育て支援課児

童センターＧ 

176 岡山県 子育て応援パスポートの広域利用と利

用状況調査事業 

県内子育て応援パスポート加盟全店舗に対し、中国５県での相互乗り入れについて周知するとともに、相互利用の可否等についてアンケート

調査実施 

¥1,648,684  保健福祉部子ど

も未来課 

177 静岡県 「子育ては尊い営み」具現化推進事業 育児中の母親の保育士資格取得の支援及び社会参加促進 ¥1,653,296  こども未来課 

子育て支援班 

178 静岡県 

島田市 

地域おせっかい人養成事業 団塊世代・シニア世代を中心とする地域おせっかい人を養成し、結婚から育児までの幅広い支援に積極的に関わろうとする地域づくりを図る。 ¥1,654,560  子育て応援課 

179 香川県 地域における妊娠・出産・子育て応援体

制整備事業 

児童虐待の予防・早期発見・対応のため、保健・医療・福祉による支援検討会を設置し、情報共有や対応方法の検討、マニュアルの作成をする

ほか、関係者向け講演会を開催し、虐待の対応力の向上を図るとともに、関係者の連携体制を整備する。 また、コモンセンスペアレンティング

についての講座を行い、育児への不安感の軽減を図る。 

¥1,656,110  子育て支援課 

180 大阪府 

東大阪市 

地域子育て応援団事業 市内商店街やコンビニ等を通して、子育て支援に関する情報を子育て世帯へ十分に伝え、気軽に電話やメールをして相談できる体制を確保す

る。 

¥1,660,308  子どもすこやか

部子育て支援課 

181 熊本県 

八代市 

結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない

支援のための情報発信 

総合的なホームページの構築を行い、行政サービスや、支援団体・市民団体等の活動やイベント等の地域資源などを、市民に向けて情報うを

発信する。 

¥1,674,000  こども未来課子

育て支援係 

182 宮崎県 

新富町 

子ども子育て情報まっぷ事業 妊娠から子育てまでに関する正しい知識の理解・認識ができるよう、情報の提供や地域の子育て情報等をガイドブックにまとめ情報を提供する ¥1,679,400  町民こども課 

183 静岡県 

小山町 

出産前教育事業 高校生への妊娠出産に関する正しい知識の提供のための講話、成人式参加者への妊娠出産に関する情報提供、映画「うまれる」上映会・参加

者交流会、男の子の子育てに関する講演会 

¥1,685,933  健康増進課 

184 兵庫県 

 

薬剤師会との協働事業 子育て支援に秀でた薬剤師を養成するとともに、妊婦、乳幼児を持つ保護者等を対象に相談会を開催する。 ¥1,700,000  男女家庭課 

185 島根県 しまね子育て One Heart 事業（子ども・

子育て支援県民啓発広報） 

「子ども子育て支援推進会議で検討されている新たな施策」、「子ども・子育て支援新制度」、「少子化対策」について、マスメディアを活用した広

報の実施 

¥1,705,400  青少年家庭課 

186 大分県 

豊後高田市 

子育て支援普及啓発推進事業 妊娠や出産、育児に対するあらゆる情報提供を一元化して行うとともに、保健師などのアドバイス機能を追加し情報交換できる体制と、パパ同

志のコミュニティーを構築し、育児参画の機運を高め、子どもを生み育てやすいまちづくりをめざす。 

¥1,706,664  子育て・健康推

進課 

187 滋賀県 

近江八幡市 

家庭訪問型支援の仕組み構築事業 ・専門人材の養成講座 

・家庭訪問型の支援（傾聴・相談）の体制整備 

¥1,751,000  子ども支援課 

188 埼玉県 

春日部市 

妊婦・育児支援事業 ・妊婦健康診査・乳幼児健康診査の健診結果を電子化し、データを蓄積、分析、課題を明確化し事業に反映させていく。 ¥1,754,296  健康課健康づく

り担当 

189 埼玉県 

 

中小企業子育て環境づくり支援事業 地域児童を受け入れる共同利用型企業内保育所に対する運営費補助 ¥1,772,700  ウーマノミクス課 

190 宮崎県 

日南市 

子育て情報誌作成事業 子育て情報誌の作成・配付により、出産・子育てに対する不安や悩みの軽減や、地域全体で子育てを支援するまちづくりの推進を図る。 ¥1,782,000  こども課子育て

支援係 

191 岐阜県 ぎふっこ応援宣言リレーキャンペーン事

業 

各市町村長が、地域の実情を踏まえた今後の少子化対策の取組みについて県民に向けメッセージを発信。 ¥1,786,860  女性の活躍推進

課両立支援係 

192 愛媛県 

伊予市 

伊予市子育てガイドブック作成事業 本市の子育てに関する情報の掲載。妊娠･出産期におけるサービスの掲載。子育て応援ショップの掲載等。 ¥1,803,600  子育て支援課 

193 群馬県 メデイア等による啓発広報活動（結婚･子

育て応援ラジオ番組） 

本事業のメッセージを発信する啓発広報番組を放送した。 ¥1,836,000  少子化対策・青

少年課 

194 宮崎県 

国富町 

“脱少子化”結婚から子育て支援事業 ガイドブック作成 ¥1,852,480  福祉課 

195 大分県 

臼杵市 

すくすく子育て支援コーディネーター事

業 

子育てや不妊等で悩んでいる方にあった、サービスの提供を行う ¥1,875,170  福祉保健部福祉

課 

196 岡山県 子育てカレッジネットワーク構築事業 「子育てカレッジ」と連携し、子育て支援の人材情報等を集約、提供するとともに、市町村や子育て支援拠点等に対して、専門家の派遣、講座の

出前等を実施 

¥1,905,473  保健福祉部子ど

も未来課 

197 山形県 地域みんなで子育て応援団創設・情報

発信事業 

HP を活用した情報発信。キックオフイベントの開催。各地域における事業の展開。フリーペーパーを活用した情報発信。 ¥1,909,833   

198 静岡県 

三島市 

男性の育児支援事業 

家事場のパパ力（ぢから）事業 

結婚後の「家事」「育児」サポート体制として、男性の家事参加の重要性を直接伝えていき、家事に不安を持つ男性のための講座を開催する。 ¥1,929,859  健康づくり課 

199 大阪府 

河内長野市 

少子化対策及び子育て支援周知事業 子ども子育て支援新制度とマイホーム取得補助制度を抱き合わせで周知することにより、安心して結婚、妊娠、出産、育児ができる環境である

ことをＰＲする。 

¥1,956,704  子ども子育て課 

200 香川県 イクメン応援事業 父親やプレパパ、独身男子を対象にイクメン講演会を行い、話題を喚起するとともに育児に興味を持ってもらう。その上で父親向けの育児応援

ホームページを作成し、父親の子育て宣言（又はイクメン宣言）を受け付け、内容を紹介する。 

¥1,963,671  子育て支援課 

 



166 

【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：100～300 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

201 宮城県 

大河原町 

子ども・子育て支援環境整備事業 「大河原町子育て支援ハンドブック」（らんらんらいふ 2015）の作成による結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 ¥1,969,597  子ども家庭課 

202 宮城県 

柴田町 

しばた子育て支援ガイドブック作成事業 子育て支援の情報掲載 ¥1,987,200  子ども家庭課 

203 熊本県 

御船町 

結婚から育児までを支援するシステム

の構築事業 

結婚から出産・育児までｎ支援事業を掲載するホームページを作成することで情報を発信し事業の周知を行う ¥1,992,600  福祉課 

204 京都府 京都パパ応援フェア開催事業費 男性の育児参加の促進と京都におけるワークライフバランス推進企業のＰＲ等を行うフェアを開催し、男性が育児参加しやすい職場風土の普

及を図る。 

¥1,994,868  男女共同参画課 

205 静岡県 

御殿場市 

少子化対策情報発信事業 コミュミティＦＭを活用し、結婚・妊娠・出産・育児についての情報番組を制作・放送し、地域全体で子育てのしやすい環境、意識改革を目指す。 ¥1,996,207  健康福祉部子育

て支援課 

206 新潟県 

新潟市 

男性の育児休業取得奨励啓発事業 男性の育児休業取得率を向上させるため、シンポジウムを開催。併せて、企業内のワーク・ライフ・バランスを推進するため、企業コンサルティ

ングを実施。 

¥1,996,612  市民生活部男女

共同参画課 

207 福岡県 

北九州市 

身近な場所での出張相談事業 保育士等の有資格者を、子育て中の親子の身近な居場所である親子ふれあいルームに出張派遣し、相談しやすい環境を提供し、子育て不安

の解消を図る。 

¥1,998,000  子育て支援課 

208 宮崎県 

綾町 

子育てハンドブック作成事業 結婚・妊娠・出産に関する正しい知識を町民に広く情報提供し、産後の幸せで楽しい子育てを周知する。 ¥2,000,000  福祉保健課 

209 秋田県 広げよう！秋田のイクメン推進事業 イクメンのネットワークづくりを進めるとともに、家族向け講座の他、ＰＴＡ会報誌や子育て世代向け情報誌を活用した男性の育児参加への取組

促進を広く周知 

¥2,010,144  人口問題対策課

出会い・結婚支

援班 

210 京都府 

 

少子化危機突破ポジティブキャンペーン 危機的な状況にある少子化について府民に考えてもらう機会を提供するため、フォーラムを開催し、ラジオキャンペーンを展開。 ¥2,103,600  少子化対策課 

211 新潟県 

阿賀野市 

子育て支援ボランティア、ＮＰＯ法人育

成事業、市民協働による「市民参加型子

育てサービス創造」と「実施・運営計画策

定」事業 

子育て支援の先進地の視察。サービス策定委員会を開催し、子育て当事者、ボランティア、NPO 法人、地元自治会代表、市の協働により、子育

て世代が望むサービス運営を検討。  

¥2,113,360  社会福祉課 

212 広島県 

府中町 

府中パパ倶楽部まつり事業 イクメンパパ応援講座の実施と継続可能なパパ倶楽部の立ち上げ。 ¥2,129,550  子育て支援課 

213 栃木県 

宇都宮市 

入所及び保育サービス案内冊子作成支

援 

すべての子どもへの教育・保育を保障し，各種子育て支援サービスを適切に利用できるよう，きめ細かな施設情報等を集約した入所及び保育

サービスの案内冊子及び制度移行期の利用者支援が円滑に実施できるよう案内冊子活用マニュアルを作成する。 

¥2,135,640  子ども部保育課 

214 東京都 

豊島区 

としま子育て応援フェスタ”豊島区

PRESENTS リトル・ママフェスタ” 

リトル・ママフェスタ実行委員会との共催により、リトル・ママフェスタを開催した。フェスタ内に区ブースを設置、事業紹介のパネル展示、Ｆ１キ

ックオフイベント報告、意見募集、子育て情報の発信、健康相談等を実施するとともに企業・子育て団体との関係性を構築して子育て環境を整え

る。 

¥2,136,326  子ども家庭部子

育て支援課 

215 滋賀県 あなたの思い、きかせてください～しが

の子ども意識実態調査事業 

児童・生徒を対象に、意識・実態調査を実施し、従来の大人に対する意識調査等では表れてこない、子どもたち自身の声や置かれている状況

を把握することにより、より有効な少子化対策の施策構築に資する。 

¥2,149,200  子ども・青少年局 

216 島根県 親子で参画できるプログラム開発と促進

者（ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ）養成事業 

「子育てがしやすい環境づくり」という視点で子育て団体と NPO との連携により、「親子で参画できるプログラム開発と拡大を図るための促進者

養成」 

¥2,157,200  青少年家庭課 

217 長野県 信州型自然保育検討・普及事業 従来それぞれのスタイルで運営されてきた森のようちえん等の自然保育に対し、教育の質の担保や社会的認知、信用を高めるため、「信州型

自然保育認定制度」を構築。また自然保育の普及と質の向上のために、「信州型自然保育ガイド」を作成し、県内の保育団体へ配布した。 

¥2,194,937  次世代サポート

課 

218 岡山県 

浅口市 

浅口市の次代を担う若者意識調査 20 歳から 35 歳の市内在住者2,000 人を対象に、結婚等についてのアンケート調査を行い、 その結果を分析する。調査を行う世代の実態を把

握することで、各年代の必要な支援の方策を見出し、少子化対策の強化に結びつける。 

¥2,250,241  政策課 

219 富山県 

魚津市 

まちなかマタニティ普及啓発事業 市内公共施設・観光施設の駐車場にマタニティマーク設置し、マークの解説板を施設に掲示する。まちなかマタニティ＆キッズマップを作成し配

布する。 

¥2,313,718  民生部こども課 

魚津市健康セン

ター 

220 鳥取県 産前・産後ケアの実態調査・研究事業 妊娠中または直近で出産された方を対象とした実態調査を実施し、その結果を地域別（市部、中山間部など）に分析した上で、産婦人科、心療

内科（産後うつ対策）の両面から、地域の実情に応じた県独自の産前産後ケアを検討する。 

¥2,326,021  福祉保健部子育

て王国推進局子

育て応援課 

221 徳島県 ワーキングパパママ応援事業 ①テレワーク導入に係るセミナー開催。②テレワーク推進に係るアドバイザー派遣。③テレワークに係るアンケート調査の実施 ¥2,343,395  労働雇用課（働

きやすい職場づ

くり担当） 

222 青森県 子育てに優しい地域づくり推進事業 子育て支援体制強化のため、児童委員や子育て支援団体等を対象に講習会を開催し、地域の子育て支援者として養成し、地域のネットワーク

形成を促進する。 

¥2,349,000  こどもみらい課

子育て支援グル

ープ 

223 長崎県 地域の子育て力アップ事業(3)応援情報

発信 

子育て支援者の連携や支援制度の利用拡大を図るため支援者などの情報を集めた支援者人材マップを作成する ¥2,369,510  こども未来課 

総務企画班 

224 鹿児島県 少子化対策県民意識調査事業  少子化問題に対応して，今後の結婚，妊娠・出産，子育ての切れ目のない支援の実施に資するため，少子化の現状や子育て，仕事と家庭の

両立，結婚についての意識等について，一般県民及び大学生を対象に県民意識調査を実施した。 

¥2,405,450  青少年男女共同

参画課少子化対

策係 

225 福島県 

大玉村 

「大玉村子育て応援の手引き」作成業務

委託事業 

子育て支援パンフレットの作成業務委託 ¥2,408,400  住民福祉部健康

福祉課社会福祉

係 

226 徳島県 子育てにやさしい柔軟な働き方推進事

業 

子育ての中の女性等への在宅ワークの情報提供や 

相談対応 

¥2,500,000  労働雇用課（働

きやすい職場づ

くり担当） 

227 岡山県 

美作市 

結婚・妊娠・出産・育児のための情報総

合展開事業 

結婚から育児に至る情報を発信するポータルサイトの構築と紙ベースの情報発信、子育て特派員を創設し人的ネットワークの充実を図る。 ¥2,501,280  健康づくり推進

課 

228 新潟県 

見附市 

子育て支援サイトの構築と運営 不妊や不育症、育児などについて、市の地域性や実情に合わせた情報を発信する。また、電話や面談での相談が難しい方にもサイト上で相談

できるよう対応した。 

¥2,541,120  こども課元気子

育て係 

229 岩手県 イクメン発掘・活用事業 仕事だけでなく積極的に育児にも関わる父親（いわてイクメン）の普及啓発を図り、育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備を実施。 ¥2,607,495  子ども子育て支

援課 

230 宮崎県 

高鍋町 

高鍋町少子化対策推進事業 妊娠から子育てに関して、正しい知識の提供を広く行うことにより、地域全体で子育てを展開する機運の醸成を図る。 ¥2,633,040  福祉課 
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【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：100～300 万円未満（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

231 静岡県 

清水町 

結婚・出産・子育て意識向上事業（結婚・

出産・子育てをプラス思考で考えるシン

ポジウム） 

結婚・出産・子育て意識を向上するためのシンポジウムの開催 ¥2,700,000   

232 石川県 地域の企業等による子どもの社会体験

促進事業 

地域全体で子育てを支援する環境づくりを目指し、地元の商店街や企業等が自らの資源やノウハウを活用した子育て支援活動の実施 ¥2,721,656  健康福祉部少子

化対策監室 

233 大阪府 

高石市 

次世代ライフプランニング会議 大学生や専門学校生、市職員などで構成した会議体において、これからの少子化対策について考えた。 ¥2,737,740  子育て支援課 

234 大阪府 子育てに前向きになれる「親学習」推進

事業 

府域全体で親学習を推進するため、福祉部局・関係機関等と連携し、親学習リーダーの養成、教材作成、市町村へのリーダー派遣等の新たな

基盤づくりを行う。 

¥2,751,093  教育委員会 

市町村教育室 

地域教育振興課 

235 石川県 子育て支援団体や企業等による子育て

を応援するイベント開催事業 

子育て支援ＮＰＯや企業等が連携し、地域の様々な子育て支援を協働して実施するきっかけづくりの場を提供することを目的に、子育てを支援

する団体や企業が一堂に会する交流イベントを開催。 

¥2,800,000  健康福祉部少子

化対策監室 

236 宮崎県 

小林市 

安心できる子育て応援広報事業 結婚・妊娠・出産・子育てにおける様々な制度や助成、健診、支援施設などを 1冊にまとめた支援ブックを作成し広く市民に周知を図る。 ¥2,840,400  子育て支援課 

237 富山県 

立山町 

妊娠・出産・子育て支援情報の充実と連

携機能構築事業 

出産・育児に特化した内容の情報サイトを構築し、子育て関連の疑問や悩み等に対応し、サポートできるような情報提供をする。 ¥2,916,000  企画政策課 

238 福島県 

会津若松市 

すくすくのびのび事業 妊娠、出産、子育ての知識の普及 ¥2,920,969  健康増進課 

239 茨城県 

 

子育て支援団体リーディング事業 子育て支援団体に活動アドバイザーを派遣し、助言を行うとともに、収集した活動状況をカタログ化し、他の模範となるような事例を紹介する。 ¥2,936,520  子ども家庭課 

 
【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：300 万円以上 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

240 滋賀県 

 

ゆりかごケア支援モデル事業 産後の心身回復のためのサポート体制充実に向けたレスパイトケアや訪問派遣など、産後支援のモデル事業の取組を支援する。 ¥3,000,000  健康医療課 

241 愛媛県 

西予市 

西予市子育て支援ハンドブック作成事業 発育に応じての子育て支援体制や病院、遊び場（児童館・図書館・公園）等の子育てに関する情報提供 ¥3,001,568  社会福祉阿 

子育て支援係 

242 秋田県 パパ・ママの職場へようこそ推進事業 県内企業に対し、従業員の子どもを職場に招く「子どもお仕事参観日」の実施を働きかけ及び、積極的な企業の実践例を広く周知 ¥3,010,766  人口問題対策課

出会い・結婚支

援班 

243 鳥取県 未来志向の子育て環境創造事業 今の子育て施策の強み・弱み等の分析や先進施策の調査を行いながら、鳥取県の実情を踏まえて更に子育てしやすい環境に発展させるため

の新たな施策を検討する。 

¥3,041,298  福祉保健部子育

て王国推進局子

育て応援課 

244 静岡県 

掛川市 

子育てコンシェルジュ事業 保育士経験者がコンシェルジュとなり、悩みの相談やアドバイスを行う。 ¥3,049,369  こども政策課 

245 鳥取県 結婚・妊娠・出産・子育てしやすい地域

づくり情報発信事業 

鳥取県の「地域での少子化対策活動」をより活性化させるため、県内地方紙上で、地域での「結婚」「妊娠」「出産」「子育て」の支援活動状況のＰ

Ｒを展開し、また「とっとり子育て隊」を中心とした、子育て支援団体の活動を周知することで、更なる地域での支援活動の活性化につなげる。 

¥3,100,000  福祉保健部子育

て王国推進局子

育て応援課 

246 愛媛県 

西条市 

西条市放課後子育て・学習サポート事業 放課後児童クラブに「放課後子育て・学習サポーター」を配置し、学習支援等を実施。 

他の子育て支援事業の担い手となる人材を発掘。 

¥3,149,144  子育て支援課子

育て企画係 

247 鳥取県 自然に学び、遊びきれ、とりっこ事業 保育所、幼稚園の保育施設等における定期的な園外での自然体験活動を支援することで、子ども達が自然に触れる機会を増やし、鳥取県の特

徴の一つである「豊かな自然」を活かした子育て環境の充実を図る。 

¥3,164,540  福祉保健部子育

て王国推進局子

育て応援課 

248 青森県 結婚～子育て支援フォーラム事業 結婚・妊娠・出産・子育てをしやすい地域づくりに向けた啓発のため、一般県民、結婚支援・子育て支援団体及び行政機関等を対象にフォーラム

を開催。 

¥3,181,021  こどもみらい課

子育て支援グル

ープ 

249 静岡県 

小山町 

子育てアドバイザー事業 町内幼稚園・保育園等の職員を対象にアドバイザーの定期訪問による助言・指導 ¥3,195,493  こども育成課 

250 愛媛県 共働き支援による出生率向上対策事業 男女ともに働きやすい職場環境整備、家計所得増加による消費・投資の拡大や長期的なキャリアプランの設定など、多方面での好循環につな

げ、男女共同参画社会づくりの推進と多様な人材が活躍できる地域づくりを目指す。 

¥3,221,783  男女参画・県民

協働課 

男女参画グルー

プ 

251 静岡県 

函南町 

函南町地域少子化対策強化事業 少子化現状の調査・分析 ¥3,226,808  子育て支援課 

（H26:福祉課） 

252 愛媛県 

四国中央市 

四国中央市子育てガイドブック作成事業 結婚から妊娠・出産・育児に関する支援を集約したガイドブックの作成 ¥3,301,200  こども課 

253 岐阜県 地域子育て拠点利用者支援事業 地域子育て支援拠点職員を対象に多様化するニーズに対応できるスキルを身に着けるための研修を実施し、地域子育て支援拠点の利用者に

対し子育てや家事、経済面、就労支援など、総合的な支援を新たに行う。 

¥3,304,918  子育て支援課子

育て支援係 

254 岡山県 

美作市 

相談管理システム構築事業 生涯にわたる相談管理システムを構築し、切れ目のない支援と家族を包括して支援を行う。 ¥3,330,672  健康づくり推進

課 

255 栃木県 

宇都宮市 

結婚・妊娠・出産・子育てへの憧れを醸

成するＣＭ作成事業 

未婚率の上昇を抑制するためには，青少年が自分自身の結婚観や家族観を形成するための意識の醸成を図ることが重要であるため，青少年

が結婚や子育てを具体的にイメージできるようになる周知啓発を実施する。 

¥3,365,562  子ども部子ども

未来課 

256 茨城県 

行方市 

子育て支援総合ガイドマップ作成事業 紙ベースや web での提供のほかにスマートフォンアプリでの配信も可能。GPS 機能と連携するなど、マルチディバイスでの閲覧も可能。 ¥3,405,600  こども福祉課 

257 山口県 

 

やまぐちイクメン育成プロジェクト ①お父さんの育児手帳の配布。②イクメンセミナーの開催。 ¥3,444,275  こども政策課 

258 福島県 

南相馬市 

子育て応援情報交流事業 子育て応援Ｗｅｂサイト構築・システム使用料・子育て応援ハンドブック印刷 ¥3,457,350  男女共同こども

課 
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【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：300 万円以上（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

259 新潟県 「時間的ゆとり」「経済的ゆとり」対策調査 結婚・妊娠・出産・育児までを網羅し、置かれている環境によって結婚、子どもの数にどのような影響を及ぼしているか把握するため調査を実

施する。 

¥3,488,400  児童家庭課 

260 石川県 親へのグループ支援・強化推進事業 育児不安があるが、身近に相談者がいない、人付き合いやコミュニケーションが苦手など、自宅に閉じこもりがちで地域の子育てサービスの

利用にもつながらない親に対して、県内市町がグループで悩みを相談できる場と仕組みを提供。さらに市町のグループ支援を受けた親が、子

育て支援センターやＮＰＯ等で実施されている子育て支援のサービスを利用しやすい環境を整備。 

¥3,508,232  健康福祉部 

少子化対策監室 

261 静岡県 

牧之原市 

子育て楽々サポーター養成講座 育児や家事などを支援するサポーターを養成し、地域で支える環境づくりを図る。 ¥3,515,821  子ども子育て課 

子育て支援係 

262 福岡県 

大木町 

子育て支援応援団育成等事業 ガイドブックの作成を通じた子育て支援応援団の育成 ¥3,555,360  こども未来課子

育て支援係 

263 静岡県 安心・安全な妊娠・出産のための相談支

援等強化事業 

県助産師会との協働による妊産婦の相談・支援の充実・強化 ¥3,600,258  こども家庭課 

母子保健班 

264 茨城県 

 

結婚・子育てポジティブキャンペーン 結婚し家庭を築くことの大切さや、出産・子育ての喜び・楽しさなどについて県民に広く啓発するＣＭを制作し、シネコンで上映した。 ¥3,727,862  子ども家庭課 

265 石川県 地域の子育て支援活動の育て上げ事業 県内各地域における先駆的な子育て支援活動を促進するため、新たな取組を総合的に支援し、事業成果を優良実践事例として取り上げ、広く

県内へ発信することにより、地域の多様な子育て支援活動を活性化。子育て支援財団が地域や家庭における課題や対応などを把握することに

より、財団の新たな子育て支援の取組を実施。 

¥3,735,180  健康福祉部少子

化対策監室 

266 東京都 

豊島区 

としまF1会議 消滅可能性都市対策の一つとして、若年女性の仕事、結婚、妊娠、出産、育児、暮らし等に関する意見やニーズを区政に反映し、女性にやさし

いまちづくりに向けた具体案を区に提案するため、「としまＦ１会議」を設置した。Ｆ１会議の提案を受けたものから、区は１１事業８８百万円を２

７年度予算化・事業化した。 

¥3,756,075  総務部男女平等

推進センター 

267 滋賀県 

 

ゆりかごタクシー応援事業 妊婦健診や出産時に、県下全域で妊婦が安心してタクシーを利用することができる体制づくりを進める。 ¥3,800,000  健康医療課 

268 三重県 男性の育児参画普及啓発事業 平成26年度に開催される「ファザーリング全国フォーラムinみえ」で高める男性の育児参画の機運をさらに地域での実践につなげていくため、

職場や地域で男性の育児参画のけん引役として活躍してもらえる人材＝「みえの育児男子アドバイザー」の養成や、ステキな育児をしている

男性や、男性の育児参画を応援する地域の取組、従業員の仕事と育児の両立を応援する上司（＝イクボス）等を募集、表彰する「ファザー・オ

ブ・ザ・イヤーin みえ」の実施等、男性の育児参画推進のための人材育成や普及啓発に取り組む。 

¥3,800,745  少子化対策課 

269 大分県 

津久見市 

男女力・子育て力アップ応援事業 結婚、妊娠、出産、育児に関する知識や情報を盛り込んだファイルを作成 ¥3,810,000  健康推進課 

270 愛知県 子育て応援サポーター養成事業 高齢者等の子育て経験者などを「子育て応援サポーター」として養成し、子育て世帯とのつながりを強化し、地域の子育て力のアップにつなげ

る 

¥3,960,180  子育て支援課 

271 宮崎県 

都城市 

子ども・子育て支援情報啓発事業 妊娠・出産・子育てに関する正しい知識と、子育て支援に関する制度等の情報を幅広く掲載した情報誌を発行する。 ¥3,988,440  保育課 

272 熊本県 少子化対策推進助成事業 保育所併設の子育て支援拠点施設で構成される団体が実施する全国セミナーへの補助。 ¥4,000,000  子ども未来課次

世代育成支援班 

273 三重県 母子保健支援者育成事業 育児不安を抱えた保護者に対し、子育ての悩みや不安を解消するため、沐浴や家事等育児援助を行う育児支援ヘルパーを養成し、支援を必

要とする家庭が活用することで、各家庭の養育負担を軽減するとともに、各家庭に応じた必要な援助が提供できるよう、母子保健制度をコーデ

ィネートできる人材育成を行う。 

¥4,199,040  子育て支援課 

274 大阪府 

泉南市 

子ども相談支援推進事業 乳幼児健診や親子が集まる場において、療育の専門職員が相談業務を担当しカンファレンスに参加することで、適切な専門機関につなぐため

の支援の提供ができる。 

¥4,199,868  保育子育て支援

課 

275 石川県 育休からの就業継続サポート事業 子育て当事者の育児と仕事の両立を目的とし、育休取得からスムーズな職場復帰、定着を支援する。育休取得から定着までのそれぞれの段

階に生じる課題を解決するため、企業・従業員双方へ継続的に支援を実施。 

¥4,221,240  健康福祉部少子

化対策監室 

276 島根県 少子化（人口減少）問題解決に向けた

「地域の取組」促進啓発事業 

少子化対策に関する「県民の意識醸成」や「地域での取り組み促進」を図るための啓発（考える）広報を新聞紙上で展開 ¥4,239,000  青少年家庭課 

277 長崎県 地域の子育て力アップ事業(1)地域子育

て応援事業 

子どもが主役となるイベントを通じ NPO や商店街等地域の子育て支援者の掘り起こしを行う ¥4,254,488  こども未来課地

域子育て支援班 

278 山形県 ライフデザイン形成意識調査事業 三世代同居等に関するインタビュー形式の調査を実施し、施策ニーズ把握し、今後の施策立案等に反映を図るともに、将来のライフデザイン形

成に向けた取組みに活用していく。 

¥4,305,960  子育て推進部 

子育て支援課 

279 茨城県 

高萩市 

情報システム構築による少子化対策パ

イロット事業 ～ライフステージを通じた

切れ目のない支援をめざして～ 

新情報システムを構築し、ホームページを立ち上げることにより、結婚して子育てをしたいと考えている方々へ必要な情報を必要な時に提供

する。特に性教育関係として人間の健全な営みに関する情報を厚く提供し、計画的な妊娠出産を奨励するとともに少子高齢化の改善を図る。 

¥4,376,581  子育て支援課 

280 京都府 保育所における保護者サポート事業 保育所において子育てに課題の多い保護者を支援するため、サポーター保育士を養成する。さらにサポーター保育士は、地域の保育士を対

象とした研修を行い、保育士のレベルアップを図ることにより取組を府内一円に広げる。 

¥4,425,730  家庭支援課 

281 広島県 

府中町 

府中子育てﾏｲﾌﾞｯｸの作成 個々の子育て情報を差し替え可能なファイル形式で作成。各自必要な子育て情報をまとめた情報誌とした。 ¥4,428,000  子育て支援課 

282 香川県 子育て支援制度広報事業 子育て支援の認知度について利用者の声などを取材し、ホームページに掲載する。さらに、子育て関係のＮＰＯ等に子育て支援施策等の研修

を行い、取材の結果も併せて、子育て家庭に意外と知られていない子育て支援施策の周知を行ってもらう。 

¥4,523,100  子育て支援課 

283 富山県 

入善町 

結婚から育児までの切れ目のない情報

集約・発信システム構築事業 

町社協に委託し、結婚から育児に関わる情報の一元化と総合ＨＰの構築。また、登録者にメルマガ配信するなどの情報発信支援を行う。 ¥4,550,000  結婚・子育て応

援課 

保育所係 

284 福島県 

いわき市 

放課後児童クラブ利用ニーズ調査事業 ニーズ調査 ¥4,579,286  こどもみらい部

こども支援課支

援係 

285 福岡県 福岡県にこにこ家族づくりポータルサイ

ト構築事業 

・結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うため、各ライフステージの支援施策等の情報発信を総合的に行うポータルサイトを構築する。 ¥4,590,000   

286 新潟県 

 

Let's 楽しく子育てプロジェクト 理論的に確立しており、実用性について一定の評価を得ている子育て支援手法について、行政機関の職員等を対象に研修会を実施する。 ¥4,666,891  児童家庭課 

287 愛知県 地域子育て支援拠点等職員研修事業  訪問相談の実施方法や関係機関による地域でのネットワークづくりの仕方など、地域子育て支援拠点施設職員・NPO等に対する交流会・研修

会を開催する。 

¥4,674,030  子育て支援課 

288 徳島県 ママと赤ちゃんの健やか相談事業 ①妊婦や母子の健康相談。②自宅訪問による子育て支援。 ¥4,688,370  次世代育成・青

少年課（次世代

人材育成担当） 

289 島根県 ４つのブランドがコラボした「結婚から育

児をしやすい地域づくり」推進事業 

ことのは大賞原画展及び家族応援イベントを開催し、県の結婚、子育て支援、子育て支援活動の取組状況等についての県民への周知・啓発 ¥4,760,000  青少年家庭課 
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【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：300 万円以上（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

290 京都府 

 

「子育ての匠」（仮称）養成事業 高齢者や子育て経験者を対象に研修を行い、「子育ての匠」として養成し、子供を産み育てやすい環境づくりを目指す。 ¥4,788,460  子育て政策課 

291 鳥取県 子育てしやすい環境整備促進事業 県内企業の「企業の子育て推進力（＝従業員が子育てしやすい企業であるかどうか）」を、「企業子宝率」の数値を用いて調査・分析し、その数

値の高い企業や家庭地域教育を推進している企業（家庭教育推進協力企業）の取組を県内外に周知させて、ワーク・ライフ・バランス、子育て支

援、家庭教育の取組を推進しようと思う企業経営者あるいは従業員等の機運の醸成を図る。 

¥4,801,800  福祉保健部子育

て王国推進局子

育て応援課 

292 群馬県 メディア等による啓発広報活動（ガイドブ

ック制作） 

相談機関や支援活動を「読み物的」なスタイルで紹介するガイドブックを作成した。 ¥4,846,500  少子化対策・青

少年課 

293 宮崎県 子育て支援情報広報事業 子育て支援活動を実践している団体を県が認証し表彰。子育て支援情報を広報する番組制作。 ¥4,950,806  こども政策課 

子育て支援担当 

294 大分県 大分県地域子育て支援拠点連携強化セ

ミナー事業 

地域子育て支援拠点の活動展開を図るため、全国の先進事例や子ども・子育て支援新制度等国の動向等を学ぶセミナーを官民協働で開催 ¥4,994,739  こども子育て支

援課 

295 石川県 みんなで作る「子育て教科書」作成事業 若い世代の「育児不安の解消」のために、子どもの成長とともに親自身が育っていくという意識を共有して若い世代の間で子育て当事者や子育

て支援現場の方が主役となって、普遍的な子育ての知恵に加えて、現在主流となっている子育ての知恵を共有していくような冊子を作成。 

¥5,000,000  健康福祉部 

少子化対策監室 

296 滋賀県 見つけて！子育ての喜び共有事業 出産・子育ての素晴らしさ、出産・子育てには苦労を超える感動や充実感があることについて、多様なメディアを活用し多様な主体を巻き込んだ

啓発を実施することにより子を持ち、育てる機運の醸成を図る。 

¥5,012,000  子ども・青少年局 

297 石川県 

かほく市 

結婚・妊娠・出産・育児に関する情報発

信用スマートフォン用アプリの開発 

結婚・妊娠・出産・育児に関する情報について必要な人に適切なタイミングで情報提供を行うアプリソフトの開発 ¥5,017,080  子育て支援課 

298 福井県 

 

結婚・子育てにかかる研究推進事業 若者の結婚行動や子育ての実態などについて調査研究を行い、地域における特色のある研究成果を本県独自の少子化対策に反映する。 ¥5,169,515  子ども家庭課 

299 栃木県 

宇都宮市 

保育士確保事業 ①：潜在保育士再就職研修：資格を持ちながら，保育の仕事についていない方の保育現場への再就職を促進するため，知識と技術の確認し，

自信を持って再就職できるよう，養成校講師等による講義や保育園等での保育実習を実施する。②：保育士確保に関するＰＲ：潜在保育士の掘

り起こしのための広告や事業ＰＲ。③：再就職支援コーディネーター事業（交付金対象事業） 

¥5,213,176  子ども部保育課 

300 茨城県 子育て支援リーダー養成事業 コモンセンス・ペアレンティングのスキルを持つ子育て支援リーダーを養成し、身近な地域に配置・ネットワーク化することで、子育て世帯を地

域で支える。 

¥5,267,000  子ども家庭課 

301 福井県 社会人の出会い語らい交流事業 結婚を現実的に考える 30 歳前後の若手社会人に両立支援などのビジネスセミナーと併せ、ライフデザインセミナーを行うことで、結婚、家族形

成の意義を啓発する。 

¥5,365,440  子ども家庭課 

302 山口県 

宇部市 

安心子育ての道標～若者応援プロジェ

クト 

 ¥5,400,000  こども福祉課 

303 青森県 カジダン・イクメン育成事業 家庭の固定的役割分担意識の改革のため、子育て期の男性を対象に育児参画意識啓発講座や、若者を対象に早い時期から人生設計を考える

講演等を実施。 

¥5,430,145  こどもみらい課

子育て支援グル

ープ 

304 東京都 

墨田区 

子育て応援アプリの開発・配信 子育て世代の保護者等が必要とする子育て支援情報を効率的に提供することを目的に「すみだ子育てアプリ」の開発・配信を行った。 ¥5,474,608  子育て支援課 

305 愛媛県 愛顔のイクジイ・イクメン応援事業 男性の子育て・孫育てへの参加動機を創出する啓発セミナーの開催や、出番づくりのためのイベント開催などを実施 ¥5,489,683  子育て支援課子

育て支援企画係 

306 北海道 妊娠・出産・子育てあんしんサポートネ

ットワーク事業 

妊産婦の悩みや不安に対応する保健医療福祉等相談専門機関の包括的なネットワークづくりを進めるとともに、相談者の資質向上を図るため

の研修会を開催。 

¥5,538,796  子ども子育て支

援課 

307 福井県 結婚・子育て応援情報発信強化事業 結婚から出産・子育てに関する情報を一元的に提供するポータルサイトを構築し、出産、子育て世帯が、健康管理や両立支援制度、保育サー

ビスなどの情報を得ることで、切れ目ない支援を図る。 

¥5,542,020  子ども家庭課 

308 岡山県 おかやま生き活き子育て応援企業ガイ

ド作成事業 

大学生等の若者に対し、ライフステージに応じた働き方を選択できる職場環境情報を提供するとともに、子育て支援の積極的な取組等を紹介

する冊子を作成・配布 

¥5,665,680  産業労働部 

労働雇用政策課 

309 富山県 子育て支援人材確保推進事業 県内保育士登録者へ保育士応援を目的としたリーフレットの作成・配付、働き方に関する意向調査の実施、保育士・保育所支援センターへの登

録勧奨 

¥5,717,080  児童青年家庭課 

310 和歌山県 ファシリテーター養成事業 家庭支援のファシリテーター（専門家）の養成講座の開催等 ¥5,779,800  子ども未来課 

児童福祉班 

311 三重県 少子化対策総合ウェブサイト事業 結婚したい人、子どもを産みたい人、育てたい人などが利用しやすいような結婚・妊娠・出産から子育てに関する切れ目のない支援に関する

情報等をまとめたスマートフォン向け総合情報サイトおよびＰＣ向け総合情報サイトを構築する。 

¥5,820,768  少子化対策課 

312 奈良県 子育て支援のための家庭訪問員育成事

業 

家庭訪問員基礎研修会、家庭訪問員育成講座、フォローアップ研修 ¥5,865,660  こども家庭課児

童虐待対策係 

313 北海道 北海道結婚、妊娠・出産、育児総合ポー

タルサイト構築事業 

これから結婚したい人、妊娠・出産を控えている人、育児をしている人などが必要とする情報をわかりやすく集約したポータルサイトを構築し、

情報発信。 

¥5,975,679  子ども子育て支

援課 

314 宮城県 思春期健康教育推進事業 ピアカウンセリングを行う若者の育成を進め，知識の普及及び意識の啓発を推進していく。より継続的かつ効果的に実施するために，その若

者を育成するための指導者を全県的に育成することとし，中学校及び高等学校の養護教諭や各市町村の保健師，助産師等を対象とした研修を

実施する。 

¥6,004,800  子育て支援課 

315 福島県 

郡山市 

産後ケア事業 産院を退院し、心身ともに不安定になりやすい時期に宿泊や日帰りのケアを行う、安心して子どもを産み育てる環境を整備する。 ¥6,245,966  こ ど も 支 援 課    

母子保健係 

316 徳島県 親力アップ・トレーナー養成事業 ①ＢＰファシリテーターの養成講座。②コモンセンス・ペアレンティング・トレーナーの養成講座。 ¥6,371,763  次世代育成・青

少年課（次世代

人材育成担当） 

317 佐賀県 さが企業子宝率調査事業 子育てしやすい「企業風土」を企業子宝率という指標を用いて分析。その数値が高い企業を「子育てモデル企業」として評価し、その取り組みを

他の企業に発信。 

¥6,420,083  くらし環境本部 

こども未来課 

318 岡山県 

津山市 

結婚・妊娠・出産・育児の一貫した支援

のための情報発信事業 

結婚から子育てにつながる一連の市のサービス等について、広報紙に特集記事として掲載するとともに、質問に答えると適切なページが表示

される機能のある子育てポータルサイトを新規作成した。 

¥6,472,582  こども保健部こ

ども課こども政

策係 

319 広島県 男性の育児参加を促すイクメン企業同

盟活動推進事業 

イクメン企業同盟の活動を展開し，男性も積極的に育児に参加する社会をつくる。 ¥6,577,000  働く女性応援課

両立支援グルー

プ 

320 高知県 

中芸広域連

合 

小集団保育（プレ保育園） 保育所等で集団生活ができる力をつけるため、個々の特性に合わせた療育支援を行う ¥6,595,411  保健福祉課 

321 徳島県 シニア子育てサポーター育成事業 ①シニア子育てサポーター養成講座。②シニアの子育て支援プログラムの開発・広報。③シンポジウムの開催。 ¥6,635,800  次世代育成・青

少年課（次世代

人材育成担当） 
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【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：300 万円以上（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

322 富山県 子育て支援人材育成事業 学生を対象とした子育て支援に関する出前講座の開催・学生への子育て活動勧奨、子育て支援人材のデータベース作成、子どもの居場所づく

り優良事例への助成、事例集の作成、配付 

¥6,743,065  児童青年家庭課 

323 岐阜県 

恵那市 

恵那市産前・産後ケアセンター構築事業 産前・産後、子育てまでトータル的にケアする福祉システムの構築 ¥7,217,000  医療管理部病院

管理課医療施設

係 

324 神奈川県 男性のための育児休業取得率向上プロ

ジェクト事業 

男性が育児休業を取得して育児に参加できる企業風土の醸成や人事評価制度の改善のため、中小企業にコンサルタントを派遣。 ¥7,389,920  労政福祉課 

325 三重県 

名張市 

チャイルドパートナー事業 妊娠段階から小学校に就学するまでの間、住民に身近な公民館等で気軽に相談を受けられる体制を整備 ¥7,426,940  健康支援室 

326 島根県 

美郷町 

子育て支援向上事業 子育て支援策充実度比較調査（アンケート実施・分析・まとめ提言） ¥7,664,000  定住推進課 

327 群馬県 

みなかみ町 

あんしん出産子育てサポートスマートフ

ォン向け携帯アプリ・システム構築事業 

携帯アプリ内に「健康カレンダー機能」「母子手帳機能」「子どもの成長記録機能」などを設定し、それらに自ら記録することで子育てを楽しむ環

境作りを進める。また、「アンケート機能」を設定し、子育てに関する新たな施策等へのデータ収集を可能にしてニーズに即したサービスを考え

るための一つのアイテムとする。 

¥7,916,400  総合政策課 

328 山口県 

柳井市 

子育て支援情報システム構築事業 新たに子育て支援関連情報をとりまとめたポーあるサイトを構築するとともに、情報の相互発信・利用となるよう SNS を活用する。 ¥7,992,000  社会福祉課 

329 新潟県 結婚・子育て（妊娠・出産・育児）情報発

信事業 

結婚、妊娠・出産、子育てに関するポータルサイトを立ち上げ、県民の情報アクセスへの利便性を高めるとともに、結婚、妊娠・出産、子育てに

対するポジティブメッセージを発信する。 

¥8,020,080  児童家庭課 

330 青森県 住民意識調査による地域の少子化対策

課題分析事業 

県内各地域の特性や課題に対応した対策を講じていくため、住民意識調査により地域別の少子化対策の課題を分析。 ¥8,208,000  こどもみらい課

子育て支援グル

ープ 

331 熊本県 妊娠・出産・育児に係る県民意識醸成事

業 

育児に関するエピソード等を募集するサイトを作成し、集まった作品を冊子にして配布をした。また、冊子やサイトの中で県が実施する他の事

業を紹介した。 

¥8,287,056  子ども未来課 

次世代育成支援

班 

332 埼玉県 

 

子育てムーブメント推進事業 大型商業施設におけるパパ・ママ応援ショップ協賛店拡大及び県民と協賛店を対象としたアンケート調査 ¥8,307,000  少子政策課 

333 和歌山県 要支援家庭へのアプローチ事業 健診未受診児のいる家庭など要支援家庭に「親支援プログラム」を実施 ¥8,365,560  子ども未来課 

児童福祉班 

334 大分県 みんなで子育てキャンペーン推進事業 地域社会全体が子どもの健やかな成長を見守り、子育てを支援する意識の醸成を図るため、テレビやラジオ等の様々な媒体を活用したキャン

ペーンの実施。 

¥8,443,202  こども子育て支

援課 

335 秋田県 子どもを産み育てやすい地域づくり事業 ウェブ講座や子育て応援イベント、市町村窓口を通じたリーフレット配布などによる妊娠・出産、子育てに関する不安や悩みの解消に繋がる情

報提供 

¥8,459,344  人口問題対策課

調整・県民運動

班 

336 宮崎県 「赤ちゃんの駅」推進事業 キャラバン隊の企業への訪問等による説明及び募集活動、各地のフェスティバル等での周知 ¥8,600,000  こども政策課 

子育て支援担当 

337 宮城県 前向き子育て指導者養成事業 ①乳幼児をもつ母親が自己効力感や自尊感情を高めることにより，親子間の愛着形成を促進し，望ましい親子関係を構築することを目的とす

る母親どうしのカウンセリング手法（ピアカウンセリング）に着目し，市町村の保健師や助産師等を対象として子育て支援指導者養成セミナーを

実施し，その手法を指導することのできる人材（子育て支援指導者）の養成を図る。②子育て中の親に対する支援・指導技術の向上を図り，地

域としての子育て力を強化することを目的として，市町村の保健師や助産師，保育士等を対象として前向き子育てプログラムファシリテーター

養成セミナーを実施する。 

¥8,919,318  子育て支援課 

338 栃木県 虐待のない社会は、子どもにやさしい社

会！子どもにやさしい社会は、子育てに

やさしい社会！子育てにやさしい社会

は結婚しやすい社会！をつくろう県民の

つどい 

団体・企業の取組や事例紹介、シンポジウム、子育て応援たすきリレー等を通じて県民、行政、企業・団体、ＮＰＯ等のネットワーク形成や機運

の醸成を図った。 

¥9,468,120  こども政策課 

339 鹿児島県 

伊佐市 

子育て支援親子教室 子育てに困難さを抱えている親子を保育士を中心とする専門職でサポートする親子教室を実施 ¥9,500,000  こども課 

340 広島県 女性の就業継続のための先進事例普及

推進事業 

女性の就業継続に効果があると思われる働き方改革等の取組により成功している企業の手法を分析し，ノウハウを県内企業に普及。 ¥9,915,327  働く女性応援課

両立支援グルー

プ 

341 新潟県 

新潟市 

少子化対策調査事業 少子化に対応するために必要な結婚支援、出産支援の事業展開を検討するため、市民の結婚、出産に関する希望や実態の把握に向けた調査

分析等を行う。 

¥10,251,169  福祉部こども未

来課企画管理係 

342 岡山県 潜在保育士の復職推進事業 保育士養成校と連携し、卒業者の復職ニーズや実態を把握・検討するとともに、復職に向けた情報交換会等を実施 ¥10,650,011  保健福祉部 

子ども未来課 

343 岡山県 結婚～育児まで「切れ目のない」情報提

供事業 

結婚～育児に係る情報を一元的・総合的に発信するための子育てポータルサイトの新設、フリーペーパーによる子育て情報等の普及啓発 ¥10,692,000  保健福祉部 

子ども未来課 

344 富山県 仕事と子育ての両立に関する意識調査

事業 

企業の仕事と子育ての両立支援の取組みをより実効性のあるものにするため、企業経営者及び従業員の意識やニーズを把握し、今後の施策

の推進に役立てるもの 

¥10,898,450  労働雇用課 

教育福祉係 

345 兵庫県 結婚から育児の情報提供テレビ番組の

制作・放送 

近い将来に結婚・妊娠・出産を経験する若者世代に、結婚し家庭を持つことのすばらしさや妊娠・出産適齢期に関して啓発するとともに、子育て

の不安解消を図り、子どもの正しい生活習慣等について啓発する。 

¥10,988,000  男女家庭課 

346 長野県 子育てサポートステップアップ事業 子どもの保育、育児相談、病児・病後児の預かり、家事支援等の子育て中の家族に寄り添い、支えてくれる人材の掘り起こしと養成のため、事

業実施を希望する市町村在住者で子育て支援活動ができる方を対象に養成講座を実施。 

¥11,104,352  こども・家庭課 

347 千葉県 

浦安市 

子育てケアプランの作成 母子健康手帳交付と一緒に、個々の状況に合わせた妊娠期の過ごし方や受けられる市のサポートを子育てケアプランとして作成した。また、

子育てケアプラン作成するシステムの導入や、ケアプラン・子育て情報冊子などを長く保管できるようファイルを制作した。 

¥11,358,360  こども課少子化

対策室 

348 秋田県 次の親世代向け普及啓発事業 ①少子化対策副読本の作成。②大学生のためのキャリアデザインセミナー開催。③社会人向けの若者ライフプラン講座開催。 ¥11,460,493  人口問題対策課

調整・県民運動

班 

349 滋賀県 企業子育て応援隊事業 従業員数100人未満の小規模な企業300社に企業訪問を行い、育児と両立しやすい職場づくりのための助言を行うとともに、子育て支援などの

取組に意欲的な企業に対し継続的なコンサルティングを行う。 

¥13,731,566  労働雇用政策課 

350 静岡県 「子育ては尊い仕事」を未来につなぐプ

ロジェクト推進事業 

出会いから子育てまでを詠んだ短歌の募集。作品を活用した理念の浸透 ¥15,221,185  こども未来課 

少子化対策班 

351 福島県 

 

産後ママサポート事業 産後に育児不安があり、家族などから支援を受けられない母子に対して、助産師による支援（宿泊ケア、日帰りケア）を行う。 ¥16,086,750  子育て支援課 
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【領域 4】 結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備 

●実績額：300 万円以上（続き） 
 自治体名 事業名 概要 実績額 担当部署 

352 愛知県 少子化対策総合情報サイト調査・構築事

業 

 子育てに関する情報を掲載している「はぐみんネット」がどのように利用されているかを調査し、新たな少子化対策総合情報サイトとして構築

する。 

¥21,811,140  子育て支援課 

353 宮崎県 

日向市 

子育て情報ガイドブック事業 ・妊娠、出産、子育てに関する正しい支援情報をまとめたガイドブック作成 ¥29,916,000  こども課こども福

祉係 

 


