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市町村における子どもの貧困対策計画の策定状況 

 

665市町村（特別区を含む） ○：政令市 

（令和２年６月８日現在） 
都道府県名 市町村名 計画名称 

北海道 ○ 札幌市 札幌市子どもの貧困対策計画 

岩見沢市 第２期岩見沢市子ども・ 子育てプラン 

三笠市 三笠市子ども子育て支援事業計画 

上砂川町 第２期上砂川町子ども・ 子育て支援事業計画 

江別市 第２期江別市子ども・ 子育て支援事業計画 

千歳市 第２期千歳市子ども・ 子育て支援事業計画 

恵庭市 第２期えにわっ こ ☆すこやかプラ ン 

石狩市 石狩市子どもビジョ ン 

寿都町 寿都町子ども・ 子育て支援事業計画 

黒松内町 黒松内町ぶなっ子子どもプラン 

倶知安町 倶知安町子どもの未来応援計画 

泊村 泊村子どもの未来応援プラン 

赤井川村 第２期赤井川村子ども・ 子育て支援事業計画 

豊浦町 第２期豊浦町子ども・ 子育て支援事業計画 

洞爺湖町 第２期洞爺湖町子ども・ 子育て支援事業計画 

函館市 第２期函館市子ども・ 子育て支援事業計画 

江差町 第１期江差町子どもの未来応援計画 

旭川市 第２期旭川市子ども・ 子育てプラン 

士別市 第２期士別市子ども・ 子育て支援事業計画 

名寄市 第２期名寄市子ども・ 子育て支援事業計画 

鷹栖町 第２期鷹栖町子ども・ 子育て支援事業計画 

上川町 子ども・ 子育て支援事業計画 

美瑛町 第２期美瑛町子ども・ 子育て支援事業計画 

上富良野町 上富良野町子ども・ 子育て支援事業計画第２期 

中富良野町 中富良野町第２ 期子ども・ 子育て支援事業計画 

南富良野町 第２期子ども・ 子育て支援事業計画 

占冠村 第２期占冠村子ども・ 子育て支援事業計画 

和寒町 和寒町子どもの未来応援プラン 

剣淵町 剣淵町子ども子育て支援事業計画 

下川町 第２期下川町子ども・ 子育て支援事業計画 

猿払村 第二期 猿払村子ども・ 子育て支援事業計画 

枝幸町 第２期枝幸町子ども・ 子育て支援事業計画「 枝幸町子ども応援計画」 

網走市 第２期網走市子ども・ 子育て支援事業計画 

紋別市 子ども・ 子育て支援事業計画 

清里町 第２期子ども・ 子育て支援事業計画 

小清水町 第２期子ども・ 子育て支援事業計画 

置戸町 第二期置戸町子ども・ 子育て支援事業計画 

佐呂間町 子ども・ 子育て支援事業計画 

遠軽町 第２期子ども・ 子育て支援事業計画 

湧別町 湧別町子ども・ 子育て支援事業計画 

音更町 第２期音更町子ども・ 子育て支援事業計画 

芽室町 第５期芽室町総合計画 

広尾町 第２期広尾町子ども・ 子育て支援事業計画 

幕別町 第２期幕別町子ども・ 子育て支援事業計画 

別海町 別海町子ども・ 子育て支援事業計画（ 第２ 期） 中次世代育成支援行動計画 

青森県 八戸市 第２期八戸市次世代育成支援行動計画後期計画 

五所川原市 五所川原市第２期子ども・子育て支援事業計画 

今別町 第二期子ども・子育て支援事業計画 

藤崎町 ふじさき子ども・子育てプラン（第二期藤崎町子ども・子育て支援事業計画） 

大鰐町 第２期大鰐町子ども・子育て支援事業計画 

鶴田町 鶴田町第二期子ども・子育て支援事業計画 

中泊町 中泊町第二期子ども・子育て支援事業計画 

板柳町 板柳町第２期子ども・子育て支援事業計画 

七戸町 第２期七戸町子ども・子育て支援事業計画 

おいらせ町 おいらせ町子どもの未来向上推進計画 

田子町 田子町第二期子供・子育て支援事業計画 

南部町 第２期南部町子ども・子育て支援事業計画 

階上町 第２期階上町子ども・子育て支援事業計画 

新郷村 第２期新郷村子ども・子育て支援事業計画 

岩手県 盛岡市 第２期盛岡市子どもの未来応援プラン 

宮古市 宮古市第二期子ども・子育て支援事業計画 

北上市 第２期北上市子ども・子育て支援事業計画 

久慈市 久慈市子ども・子育て支援事業計画（第２期） 

遠野市 第２次遠野市少子化対策・子ども・子育て支援総合計画 

一関市 第二期一関市子ども・子育て支援事業計画 

陸前高田市 陸前高田市子ども・子育て支援事業計画（第２期） 

釜石市 第２期釜石市子ども・子育て支援事業計画 

二戸市 第２期二戸市子ども・子育て支援計画 

奥州市 第２期奥州市子ども・子育て支援事業計画 

滝沢市 第２期滝沢市子ども・子育て支援事業計画 

雫石町 第２期雫石町子ども・子育て支援事業計画 

紫波町 第二期紫波町子ども・子育て支援事業計画 

矢巾町 矢巾町子どもの貧困対策実行計画 

金ケ崎町 第２期金ケ崎町子ども・子育て支援事業計画 

参考資料３ 
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 軽米町 第２期軽米町子ども・子育て支援事業計画 

宮城 ○ 仙台市 つなぐ・つながる仙台子ども応援プラン-仙台市子どもの貧困対策計画- 

石巻市 第２期石巻市子ども未来プラン～石巻市子ども・子育て支援事業計画～ 

白石市 第二期白石市子ども・子育て支援事業計画 

大河原町 第２期大河原町子ども・子育て支援事業計画 第６章子どもの貧困対策（子どもの貧困対策推進計画） 

柴田町 柴田町子どもの未来応援プラン 

松島町 松島町子ども・子育て支援事業計画（第二期） 

利府町 第２期利府町子ども・子育て支援事業計画 

秋田県 秋田市 秋田市子どもの未来応援計画 

能代市 能代市子どもの未来応援計画（子どもの貧困対策の推進） 

横手市 横手市子どもの貧困対策推進計画 

大館市 大館市子ども未来応援計画 

男鹿市 男鹿市子どもの貧困に関する支援計画 

湯沢市 湯沢市子どもの未来応援計画 

鹿角市 鹿角市未来へつなぐ子ども計画 

由利本荘市 由利本荘市子どもの生活応援計画 

潟上市 潟上市子どもの貧困対策整備計画 

大仙市 大仙市子どもの貧困対策に関する推進計画 

仙北市 仙北市子どもの貧困対策推進計画 

にかほ市 にかほ市子どもの貧困対策推進計画 

小坂町 小坂町子どもの未来応援地域計画（子どもの貧困対策に関する整備計画） 

三種町 三種町子どもの明るい未来づくりプラン（三種町子どもの貧困対策に関する整備計画） 

八峰町 八峰町子ども・子育て支援事業計画 

五城目町 五城目町子どもの貧困対策に関する整備計画 

八郎潟町 第２期子ども・子育て支援事業計画 

美郷町 第二期美郷町子ども・子育て支援事業計画 

羽後町 羽後町子どもの貧困対策整備計画 

山形県 鶴岡市 第二期鶴岡市子ども・子育て支援事業計画 

酒田市 酒田市子ども・子育て支援事業計画 

新庄市 第２期新庄市子ども・子育て支援事業計画 

高畠町 第２期高畠町子ども・子育て支援事業計画（第６章 子どもの貧困に対する行動計画） 

庄内町 第２期庄内町子ども・子育て支援事業計画 

福島県 福島市 福島市子ども・子育て支援事業計画【追加版】 

会津若松市 会津若松市子ども・子育て支援事業計画 

郡山市 第２期郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン 

いわき市 第二次いわき市子ども・子育て支援事業計画（第二次いわき市こどもみらいプラン） 

須賀川市 須賀川市子ども・子育て支援事業計画 

喜多方市 第二期 喜多方市子ども・子育て支援事業計画 

二本松市 二本松市第二期子ども・子育て支援事業計画 

伊達市 伊達市子ども・子育て支援事業計画 

桑折町 桑折町地域福祉計画 

天栄村 天栄村子ども・子育て支援事業計画 

南会津町 南会津町子どもの貧困対策計画 

西会津町 第二期西会津町子ども・子育て支援事業計画 

磐梯町 第２期磐梯町子ども・子育て支援計画 

湯川村 湯川村子ども・子育て支援事業計画 

柳津町 柳津町子ども・子育て支援事業計画 

会津美里町 第２期会津美里町子ども・子育て支援事業計画 

西郷村 西郷村第２期子ども・子育て支援事業計画 

矢吹町 矢吹町の未来を担う子ども応援計画 

平田村 子ども・子育て支援事業計画 

広野町 広野町子ども・子育て支援事業計画 

茨城県 水戸市 水戸市第２期子ども・子育て支援事業計画 

小美玉市 第２期小美玉市子ども・子育て支援事業計画 

大洗町 第２期大洗町子ども・子育て支援事業計画 

東海村 第二期東海村子ども・子育て支援事業計画 

常陸太田市 子育て上手常陸太田 第２期子ども・子育て支援事業計画 

高萩市 第２期高萩市萩っ子・子育て支援事業計画 

鹿嶋市 第２期鹿嶋市子ども・子育て支援計画 

鉾田市 第２期子ども・子育て支援事業計画 

龍ケ崎市 龍ケ崎市第２期 子ども・子育て支援事業計画 

牛久市 第２期牛久市子ども・子育て支援事業計画 

つくば市 つくば市こども未来プラン 

つくばみらい市 第２期つくばみらい市子ども・子育て支援事業計画 

栃木県 宇都宮市 第２次宮っこ子育ち・子育て応援プラン 

栃木市 栃木市子どもの貧困対策推進計画 

佐野市 第２期佐野市子ども・子育て支援事業計画 

鹿沼市 子ども・子育て支援事業計画 

小山市 第２次小山市子どもの貧困撲滅５か年計画 

真岡市 真岡市子ども・子育て支援プラン 

那須塩原市 那須塩原市子ども・子育て未来プラン 

那須烏山市 那須烏山市子育て応援プラン 

下野市 下野市子ども・子育て支援事業計画 

益子町 第２期益子町子ども・子育て支援事業計画 

茂木町 子ども・子育て支援事業計画 

市貝町 子ども・子育て支援事業計画 

壬生町 子ども・子育て支援事業計画 

塩谷町 第２期塩谷町子ども・子育て支援事業計画 

高根沢町 第二期高根沢町子ども・子育て支援事業計画 
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群馬県 館林市 第２期館林市子ども・子育て支援事業計画 

安中市 第２期安中市子ども・子育て支援事業計画 

吉岡町 吉岡町第２期子ども・子育て支援事業計画 

草津町 草津町子ども・子育て支援事業計画 

埼玉県 ○ さいたま市 第２期さいたま 子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン 

熊谷市 第２期熊谷市子ども・子育て支援事業計画 

川口市 第２期川口市子ども・子育て支援事業計画 

秩父市 第２期秩父市子ども・子育て支援事業計画 

加須市 第２期加須市子ども・子育て支援計画 

東松山市 第２期ひがしまつやま子ども夢プラン［東松山市子ども・子育て支援事業計画］ 

鴻巣市 第２期鴻巣市子ども・子育て支援事業計画 

越谷市 第２期越谷市子ども・子育て支援事業計画 

戸田市 第二期 戸田市子ども・子育て支援事業計画 

入間市 入間市子ども・若者未来応援プラン 

朝霞市 第２期朝霞市子ども・子育て支援事業計画 

新座市 第２次新座市子ども・子育て支援事業計画 

桶川市 第二期桶川市子ども・子育て支援事業計画 

久喜市 第２期久喜市子ども・子育て支援事業計画 

富士見市 夢つなぐ富士見プロジェクト＋（プラス）富士見市子どもの貧困対策整備計画 

三郷市 第２次みさとこどもにこにこプラン 

蓮田市 蓮田市第二期子ども・子育て支援事業計画 

坂戸市 坂戸市子どもの健やか未来応援プラン 

鶴ヶ島市 第２期鶴ヶ島市子ども・子育て支援事業計画 

吉川市 吉川市子どもの貧困対策推進計画 

ふじみ野市 ふじみ野市子どもの未来応援プラン 

白岡市 第２期白岡市子ども・子育て支援事業計画 

伊奈町 伊奈町子ども・子育て支援事業計画 

小川町 子ども・子育て支援事業計画 

上里町 第２期上里町子ども・子育て支援事業計画 

宮代町 第２期宮代町子ども・子育て支援事業計画 

杉戸町 第２期杉戸町子ども・子育て支援事業計画 

千葉県 ○ 千葉市 千葉市こども未来応援プラン（子どもの貧困対策推進計画) 

銚子市 銚子市第２期子ども・子育て支援事業計画 

船橋市 親子のしあわせ応援プロジェクト 

松戸市 第２期松戸市子ども総合計画 

旭市 第２期旭市子ども・子育て支援事業計画 

習志野市 習志野市子ども・子育て支援事業計画 

柏市 柏市子どもの貧困対策推進計画 

鎌ケ谷市 鎌ケ谷市子ども・子育て支援事業計画 

白井市 しろい子どもプラン 

いすみ市 いすみ市子ども・子育て支援事業計画 

東京都 港区 港区子ども・子育て支援事業計画 

新宿区 新宿区子ども・子育て支援事業計画（第二期） 

台東区 台東区次世代育成支援計画（第二期） 

江東区 江東区こども・子育て支援事業計画 

品川区 第３期品川区地域福祉計画 

目黒区 目黒区子ども総合計画 

大田区 おおた子どもの生活応援プラン 

世田谷区 世田谷区子ども計画（第２期）後期計画 

杉並区 杉並区保健福祉計画 

豊島区 豊島区子ども・若者総合計画 

北区 北区子どもの未来応援プラン 

荒川区 第２期荒川区子ども・子育て支援計画（令和２～６年度） 

板橋区 板橋区子ども・若者計画2021 

練馬区 第２期練馬区子ども・子育て支援事業計画 

足立区 未来へつなぐあだちプロジェクト 

葛飾区 葛飾区子ども・若者計画 

江戸川区 子ども子育て支援事業計画 

八王子市 八王子市子ども・若者育成支援計画「ビジョン すくすく てくてく はちおうじ」 

立川市 第４次夢育て・たちかわ子ども21プラン 

武蔵野市 第五次子どもプラン武蔵野 

三鷹市 第２期三鷹市子ども・子育て支援事業計画 

青梅市 第２期青梅市子ども・子育て支援事業計画 

府中市 子どもの未来応援基本方針 

調布市 調布市子ども・子育て事業計画（第２期調布っ子すこやかプラン） 

町田市 町田市子育て支援ネットワーク連絡会レポート 

小金井市 のびゆくこどもプラン小金井（第２期小金井市子ども・子育て支援事業計画） 

小平市 小平市子ども・若者計画 

日野市 日野市子どもの貧困対策に関する基本方針 

国分寺市 国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画 

国立市 第三次国立市子ども総合計画 令和28年度～平成35年度 

福生市 福生市子ども・子育て支援事業計画（第２期） 

狛江市 第２期 こまえ子ども・若者応援プラン 

東大和市 東大和市子ども・子育て未来プラン 

清瀬市 清瀬市子ども・子育て支援総合計画 

多摩市 多摩市子ども・子育て・若者プラン～第2期多摩市子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～６年度）～ 

稲城市 第二次 稲城市子ども・子育て支援事業計画 

羽村市 第２期羽村市子ども・子育て支援事業計画 

あきる野市 あきる野市子ども・子育て支援総合計画 

三宅村 第２期三宅村子ども・子育て支援事業計画 
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 八丈町 八丈町子ども・子育て支援計画（第２期） 

神奈川県 ○ 横浜市 横浜市子どもの貧困対策に関する計画 

○ 川崎市 川崎市子ども・若者の未来応援プラン 

○ 相模原市 相模原市子ども・子育て支援事業計画 

横須賀市 第２期横須賀子ども未来プラン 

平塚市 ひらつか子育て応援プラン（第２期平塚市子ども・子育て支援事業計画） 

鎌倉市 第２期鎌倉市子ども・子育てきらきらプラン 

藤沢市 藤沢市子ども共育計画 

茅ヶ崎市 第２期茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画 

逗子市 逗子市子ども・子育て支援事業計画2020～2024 

三浦市 第２期三浦市子ども・子育て支援事業計画 

秦野市 第２期秦野市子ども・子育て支援事業計画 

厚木市 あつぎ子ども未来プラン（第３期） 

大和市 第二期大和市子ども・子育て支援事業計画（ハートンプラン） 

伊勢原市 伊勢原市子ども・子育て支援事業計画 

海老名市 第２期海老名市子ども・子育て支援事業計画 

座間市 第２期座間市子ども・子育て支援事業計画 

南足柄市 金太郎にこにこ子育てプラン 第2期南足柄市子ども・子育て支援事業計画 

葉山町 第２期葉山町子ども・子育て支援事業計画 

寒川町 第２期寒川町子ども・子育て支援事業計画 

大磯町 第２期大磯町子ども笑顔かがやきプラン 

二宮町 第２期二宮町子ども・子育て支援事業計画 

大井町 第２期大井町子ども・子育て支援事業計画 

松田町 第２期松田町子ども・子育て支援事業計画 

開成町 第二期開成町子ども・子育て支援事業計画 

箱根町 箱根町子ども・子育て支援事業計画 

真鶴町 第２期真鶴町子ども・子育て支援事業計画 

湯河原町 第２期湯河原町子ども・子育て支援事業計画 

愛川町 あいかわ子ども・子育てプラン（第２期） 

清川村 清川村子ども・子育て支援事業計画（第２期） 

新潟県 ○ 新潟市 新潟市子どもの未来応援プラン 

長岡市 子どもの貧困対策推進計画（「第２期長岡市子育て・育ち“あい”プラン」に含む） 

燕市 第２期燕市子ども・子育て支援事業計画 

糸魚川市 第２期糸魚川市子ども・子育て支援事業計画 

妙高市 第２次妙高市子ども・子育て支援事業計画 

上越市 上越市子ども・子育て支援総合計画 

刈羽村 刈羽村子ども・子育て支援計画 

富山県 富山市 第２期富山市子ども・子育て支援事業計画 

高岡市 第２期高岡市子ども・子育て支援事業計画 

魚津市 第２期魚津市子ども・子育て支援事業計画 

氷見市 第２期氷見子ども・子育て支援事業計画 

滑川市 第２期滑川市子ども・子育て支援事業計画 

黒部市 黒部市子どもの貧困支援体制整備計画 

砺波市 砺波市子どもの貧困対策に関する計画 

小矢部市 小矢部市子どもの未来応援計画 

南砺市 南砺市子どもの貧困支援計画 

射水市 射水市子どもの未来応援計画 

上市町 上市町子ども・子育て支援事業計画 

朝日町 第２期朝日町子ども・子育て支援事業計画 

石川県 金沢市 金沢市子どもの貧困対策基本計画 

七尾市 第２期七尾市子ども・子育て支援事業計画 

小松市 第２期小松市子ども・子育て支援事業計画 

加賀市 第２期加賀市子ども・子育て支援事業計画 

羽咋市 第２期羽咋市子ども・子育て支援事業計画 

かほく市 第２期かほく市子ども・子育て支援事業計画 

白山市 第２期白山市子ども･子育て支援事業計画 

能美市 第２期能美市子ども・子育て支援事業計画 

野々市市 第２期野々市市子ども・子育て支援事業計画 

津幡町 第２期津幡町子ども・子育て支援事業計画 

志賀町 第２期志賀町子ども・子育て支援事業計画 

中能登町 第２期中能登町子ども・子育て支援事業計画 

福井県 敦賀市 新つるがいきいき子ども未来プラン 

勝山市 子ども・子育て支援事業計画 

越前市 越前市子どもの未来応援計画 

坂井市 第２期坂井市子ども・子育て支援事業計画 

鯖江市 第２期鯖江市子ども・子育て支援事業計画 

山梨県 甲府市 甲府市子ども・子育て支援計画 

都留市 都留市第二次子ども・子育て支援事業計画 

大月市 第２期大月市子ども・子育て支援事業計画 

韮崎市 第２期子ども・子育て支援事業計画 

上野原市 第２期上野原市子ども・子育て支援事業計画 

甲州市 第３次地域福祉計画 

中央市 中央市子どもの貧困対策推進計画 

市川三郷町 市川三郷町第2期子ども・子育て支援事業計画 

早川町 第２期早川町こども・子育て支援事業計画 

富士川町 ふじかわ子ども・子育てプラン 

昭和町 第２期昭和町子ども子育て支援事業計画 
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長野県 松本市 松本市子どもの未来応援指針 

上田市 第２次上田市子ども・子育て支援事業計画 

岡谷市 岡谷市子ども・若者育成支援計画及び第２期岡谷市子ども・子育て支援事業計画 

諏訪市 第二期諏訪市子ども・子育て支援事業計画 

駒ヶ根市 第２期駒ヶ根市子ども・子育て支援事業計画 

中野市 第２期中野市子ども・子育て支援事業計画 

千曲市 千曲市子ども・子育て支援事業計画 

東御市 第２期 東御市子ども・子育て支援事業計画 

下諏訪町 第２期下諏訪町子ども・子育て支援事業計画 

南箕輪村 南箕輪村子ども・子育て支援事業計画 

南木曽町 南木曽町子ども子育て支援計画 

朝日村 第２期子ども・子育て支援事業計画 

岐阜県 岐阜市 岐阜市子ども・子育て支援プラン 

高山市 高山市子どもにやさしいまちづくり計画 

多治見市 第７次多治見市総合計画、たじみ子ども未来プラン 

関市 関市子ども・子育て支援事業計画 

美濃加茂市 美濃加茂市地域福祉計画、第２期美濃加茂市子ども・子育て支援事業計画 

各務原市 各務原市子どもの貧困計画 

飛騨市 第３期飛騨市地域福祉計画 

海津市 第３期海津市地域福祉計画 

岐南町 第２期岐南町子ども・子育て支援事業計画 

笠松町 第２期笠松町子ども・子育て支援事業計画 

養老町 第２期養老町子ども・子育て支援事業計画 

関ケ原町 関ケ原町子ども・子育て支援事業計画 

安八町 第４期あんぱちっ子すくすくプラン 

大野町 子ども・子育て支援事業計画 

北方町 北方町子ども・子育て支援事業計画 

御嵩町 子ども・子育て支援事業計画 

静岡県 ○ 静岡市 静岡市子ども・子育て・若者プラン 

○ 浜松市 第２期浜松市子ども・若者支援プラン 

沼津市 沼津市子どもの貧困対策推進計画 

熱海市 第二期熱海市子ども・子育て支援事業計画 

三島市 三島市子どもの貧困対策推進計画 

富士宮市 第２期富士宮市子ども・子育て支援事業計画 

島田市 島田市子どもの貧困対策推進計画 

富士市 富士市子どもの未来サポートプラン 

磐田市 磐田市子ども・子育て支援事業計画 

焼津市 第２期焼津市 子ども・子育て支援事業計画 

掛川市 掛川市子どもの貧困対策計画 

藤枝市 第２期ふじえだ子ども・子育てスマイルプラン21 

袋井市 第２期袋井市子ども・子育て支援事業計画 

菊川市 第２期菊川市子ども・子育て支援事業計画 

牧之原市 第２期牧之原市子ども・子育て支援事業計画 

南伊豆町 第２期南伊豆町子ども・子育て支援事業計画 

小山町 小山町子ども・子育て支援事業計画 

森町 森町子ども・子育て支援事業計画 

愛知県 ○ 名古屋市 名古屋子ども・子育てわくわくプラン2024 

豊橋市 第２期豊橋市子ども・子育て応援プラン 

瀬戸市 瀬戸市子ども総合計画 

豊川市 第２期豊川市子ども・子育て支援事業計画 

豊田市 第３次豊田市子ども総合計画 

蒲郡市 第２期蒲郡市子ども・子育て支援事業計画 

犬山市 第２期犬山市子ども・子育て支援事業計画 

小牧市 第２期小牧市子ども・子育て支援事業計画 

稲沢市 第２期稲沢市子ども・子育て支援事業計画 

新城市 新城市こどもの未来応援事業計画 

知多市 第２期知多市子ども・子育て支援事業計画 

日進市 第二期日進市子ども子育て支援事業計画 

田原市 第２期子ども・子育て支援事業計画 

清須市 第２期清須市子ども・子育て支援事業計画 

北名古屋市 第２次北名古屋市子ども・子育て支援事業計画 

みよし市 みよし市児童育成計画 

長久手市 第２期長久手市子ども・子育て支援事業計画 

豊山町 第２期豊山町子ども・子育て支援事業計画 

東浦町 東浦町子ども・子育て支援事業計画 

美浜町 第２期美浜町子ども・子育て支援事業計画 

三重県 鈴鹿市 第２期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画 

亀山市 第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画 

伊勢市 伊勢市子ども・子育て支援事業計画 

鳥羽市 鳥羽市子どもの貧困対策計画 

伊賀市 伊賀市第２期子ども・子育て支援事業計画 

名張市 名張市ばりっ子すくすく計画（第４次） 

大紀町 子ども・子育て支援事業計画 

御浜町 御浜町第２期子ども・子育て支援事業計画 

滋賀県 大津市 大津市子ども・若者支援計画 

彦根市 彦根市子ども・若者プラン(第２期：令和２～６年度) 

長浜市 第２期長浜市子ども・子育て支援事業計画 

近江八幡市 第二期近江八幡市子ども・子育て支援事業計画ハチピープラン 

草津市 第二期草津市子ども・子育て支援事業計画 
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 守山市 守山市子ども・子育て応援プラン2020（守山市子ども・子育て支援事業計画・守山市次世代育成支援対策地域行動計画・守山市子どもの貧困対策計画） 

高島市 高島市子ども・子育て支援あくしょん・ぷらん2020 

日野町 日野町子ども子育て支援事業計画 

愛荘町 第２期子ども・子育て支援事業計画 

多賀町 多賀町子ども・子育て応援プラン2020 

京都府 ○ 京都市 京都市はぐくみプラン（京都市子ども・若者総合計画） 

福知山市 福知山市子ども・子育て支援事業計画 

舞鶴市 第２期夢・未来・希望輝く「舞鶴っ子」育成プラン 

綾部市 あやべっ子すこやかプラン 

宇治市 宇治市子どもの貧困対策推進計画 

宮津市 第２期宮津市子ども・子育て支援事業計画 

向日市 第２期向日市子ども・子育て支援事業計画 

八幡市 第２期八幡市子ども・子育て支援事業計画 

京田辺市 第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画 

南丹市 南丹市子どもの未来応援プラン～子どもの貧困対策推進計画～ 

木津川市 第２期木津川市市子ども・子育て支援事業計画 

大山崎町 第２期大山崎子ども・子育て支援事業計画 

久御山町 第２期久御山町市子ども・子育て支援プラン 

精華町 精華町第２期子ども・子育て支援事業計画 

京丹波町 第２期京丹波町子ども・子育て支援事業計画 

与謝野町 第２期与謝野町子ども・子育て支援事業計画 

大阪府 ○ 大阪市 大阪市こどもの貧困対策推進計画 

○ 堺市 堺市子ども・子育て総合プラン 

豊中市 第２期豊中市子育ち・子育て支援行動計画 

池田市 第２期池田市子ども・子育て支援事業計画 

吹田市 吹田市子供の夢・未来応援施策基本方針 

泉大津市 第二期いずみおおつ子ども未来プラン 

枚方市 第２期 枚方市子ども・子育て支援事業計画 

茨木市 茨木市次世代育成支援行動計画 

八尾市 八尾市子どもの未来応援推進プラン 

泉佐野市 いずみさの子ども未来総合計画 

寝屋川市 寝屋川市第２期子ども・子育て支援事業計画 

河内長野市 第２期河内長野市子ども・子育て支援事業計画 

箕面市 第三次箕面市子どもプラン 

門真市 門真市第２期子ども・子育て支援事業計画 

高石市 第２期高石市子ども・子育て支援事業計画 

東大阪市 子どもの未来応援プラン 

泉南市 第２期泉南市子ども・子育て支援事業計画 

四條畷市 第２期四條畷市子ども・子育て支援事業計画 

交野市 第２期交野市子ども・子育て支援事業計画 

大阪狭山市 第２期大阪狭山市子ども・子育て支援支援事業計画 

阪南市 第２期阪南市子ども・子育て支援事業計画 

熊取町 第２期熊取町子ども・子育て支援計画 

田尻町 田尻町子ども・子育て支援事業計画 

河南町 第２期河南町子ども・子育て支援事業計画 

兵庫県 ○ 神戸市 神戸っ子すこやかプラン2024 

姫路市 姫路市子ども・子育て支援事業計画 

西宮市 子供の貧困対策計画（西宮市子ども・子育て支援プラン内） 

芦屋市 第２期子育て未来応援プラン「あしや」（芦屋市子ども・子育て支援事業計画） 

伊丹市 第２期伊丹市子ども・子育て支援事業計画 

豊岡市 第２期豊岡市子ども・子育て支援事業計画 

西脇市 第２期西脇市子ども・子育て支援事業計画 

宝塚市 宝塚市次世代育成支援行動計画たからっ子「育み」プラン（後期計画） 

高砂市 高砂市子ども・子育て・若者支援プラン 

小野市 第２期小野市子ども・子育て支援事業計画 

三田市 三田市子どもの貧困対策計画（第２期三田市子ども・子育て支援事業計画の一部） 

養父市 養父市子ども・子育て支援事業計画 

朝来市 朝来市子ども・子育て支援事業計画 

猪名川町 猪名川町子どもの貧困対策計画 

上郡町 第２期上郡町子ども・子育て支援事業計画 

奈良県 奈良市 奈良市子どもの豊かな未来応援プラン 

宇陀市 宇陀市子ども・子育て支援事業計画（第２期） 

平群町 平群町子どもの未来応援計画 

斑鳩町 第２期斑鳩町子ども・子育て支援事業計画 

三宅町 三宅町第２期子ども・子育て支援事業計画 

王寺町 第２期王寺町子ども・子育て支援事業計画 

和歌山県 和歌山市 第二期和歌山市子ども・子育て支援事業計画 

海南市 第２期海南市子ども子ども子育て支援事業計画 

橋本市 第２期海橋本市子ども・子育て支援事業計画 

有田市 有田市子ども・子育て支援事業計画 

御坊市 御坊市子ども・子育て支援事業計画 

田辺市 第２期田辺市子ども・子育て支援事業計画 

紀の川市 第２期紀の川市子ども・子育て支援事業計画 

岩出市 第２期岩出市子ども・子育て支援事業計画 

紀美野町 第２期きみのこどもプラン 

高野町 高野町第２期子ども・子育て支援事業 

有田川町 第２期有田川町子ども・子育て支援事業計画 

那智勝浦町 子ども・子育て支援事業計画 

鳥取県 鳥取市 鳥取市子どもの未来応援計画 

米子市 米子市子どもの貧困対策推進計画 

岩美町 岩美町子ども・子育て支援事業計画 

若桜町 若桜町地域福祉計画・地域福祉活動計画 
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 八頭町 八頭町子ども・子育て支援事業計画 

島根県 美郷町 美郷町子どもの輝く未来応援計画 

奥出雲町 奥出雲町地域福祉計画 

江津市 第２期江津市子ども・子育て支援事業計画 

邑南町 子ども・子育て支援事業計画 

岡山県 ○岡山市 岡山市子ども・子育て支援プラン2020 

倉敷市 くらしき子ども未来プラン後期計画（第二期倉敷市子ども・子育て支援事業計画） 

津山市 つやまっ子にこにこプラン第2期 津山市子ども・子育て支援事業計画 

玉野市 第２期玉野市子ども・子育て支援事業計画 

笠岡市 『笠岡市子ども・子育て支援事業計画』の一部として 

総社市 第２期総社市子ども・子育て支援事業計画 

瀬戸内市 第２期瀬戸内市子ども・子育て支援事業計画 

赤磐市 赤磐市子育て家庭の支援に関する整備計画 

里庄町 第２期里庄町子ども・子育て支援事業計画 

矢掛町 矢掛町子ども子育て支援計画（P68-70） 

鏡野町 第２期鏡野町子ども・子育て支援事業計画 

奈義町 第２期奈義町子ども・子育て支援計画～子供の貧困対策推進～ 

広島県 ○広島市 第２期広島市子ども・子育て支援事業計画 

呉市 第２期呉市子ども・子育て支援事業計画 

竹原市 『竹原市すくすくプラン2020』（第２期竹原市子ども・子育て支援事業計画） 

三原市 みはら子育て応援プラン（第２期三原市子ども・子育て支援事業計画） 

尾道市 尾道市第２期尾道市子ども・子育て支援事業計画 

福山市 福山市ネウボラ事業計画 

府中市 第２期府中市子ども・子育て支援事業計画 

東広島市 第２期東広島市子ども・子育て支援事業計画 

廿日市市 第２期廿日市市子ども・子育て支援計画 

江田島市 第２期江田島市子ども・子育て支援事業計画 

海田町 第２期海田町子ども・子育て支援事業計画 

熊野町 第２期熊野町子ども・子育て支援事業計画 

坂町 第２期坂町子ども・子育て支援事業計画 

山口県 宇部市 宇部市子どもの貧困対策体制整備計画 

岩国市 第２期岩国市子ども・子育て支援事業計画 

柳井市 第２期柳井市子ども・子育て支援事業計画 

周南市 周南市子どもの貧困対策推進計画 

田布施町 第２期田布施町子ども子育て支援事業計画 

徳島県 吉野川市 吉野川市子ども子育て支援事業計画 

神山町 神山町第二期子ども・子育て支援事業計画 

那賀町 第２期那賀町子ども・子育て支援事業計画 

美波町 美波町第２期子ども・子育て支援事業計画 

松茂町 松茂町子ども・子育て支援事業計画（第２期） 

藍住町 第２期藍住町子ども・子育て支援事業計画 

上板町 上板町子ども子育て支援計画 

つるぎ町 第２期つるぎ町子ども・子育て支援事業計画 

東みよし町 第２期東みよし町子ども・子育て支援事業計画 

香川県 高松市 高松市子どもの貧困対策推進計画 

丸亀市 子どものひかり計画 

坂出市 第２期さかいで子ども・子育て支援プラン 

善通寺市 第２期善通寺市子ども・子育て支援事業計画 

観音寺市 第２期観音寺市子ども・子育て支援事業計画 

さぬき市 第２期さぬき市子ども・子育て支援計画 

東かがわ市 東かがわ市にこにこプラン 

三豊市 みとよ子ども未来応援計画 

土庄町 土庄町第２期子ども・子育て支援事業計画 

三木町 第２期三木町子ども・子育て支援事業計画 

直島町 第２期直島町子ども・子育て支援事業計画 

宇多津町 宇多津町子どもの未来応援事業計画 

綾川町 綾川町子ども・子育て支援事業計画 

琴平町 第２期琴平町子ども・子育て支援事業計画 

多度津町 第２期多度津町子ども・子育て支援事業計画 

まんのう町 まんのう町子ども・子育て支援事業計画 

愛媛県 今治市 第２期今治市子ども子育て支援事業計画 

八幡浜市 第２期八幡浜市子ども子育て支援事業計画 

西条市 第２期西条市子ども子育て支援事業計画 

伊予市 第２期伊予市子ども子育て支援事業計画 

高知県 高知市 第２期高知市子ども・子育て支援事業計画 

南国市 第２期南国市子ども・子育て支援事業計画 

須崎市 第２期須崎市子ども・子育て支援事業計画 

宿毛市 第２期宿毛市子ども・子育て支援事業計画 

土佐清水市 第２期土佐清水市子ども・子育て支援事業計画 

四万十市 第２期四万十市子ども・子育て支援事業計画 

香南市 第２期香南市子ども・子育て支援事業計画 

香美市 第２期香美市子ども・子育て支援事業計画 

田野町 第２期田野町子ども子育て支援事業計画 

芸西村 第２期芸西村子ども・子育て支援事業計画 

いの町 第２期いの町子ども子育て支援事業計画 

仁淀川町 第２期仁淀川町子ども・子育て支援事業計画 

佐川町 第２期佐川町子ども・子育て支援事業計画 

越知町 第２期越知町子ども・子育て支援事業計画 

梼原町 第２期梼原町子ども・子育て支援事業計画 
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 日高村 第２期日高村子ども・子育て支援事業計画 

黒潮町 第２期黒潮町子ども・子育て支援事業計画 

福岡県 ○ 北九州市 元気発進！子どもプラン（第3次計画） 

○ 福岡市 第５次福岡市子ども総合計画 

久留米市 久留米市子どもの貧困対策推進計画 

田川市 田川市子どもの貧困対策推進計画 

八女市 八女市子どもの貧困対策推進計画 

行橋市 行橋市子ども・子育て支援事業計画 

小郡市 小郡市子ども・子育て支援事業計画（第２期） 

春日市 第２期春日市子ども・子育て支援事業計画 

大野城市 大野城市夢とみらいの子どもプランⅢ 

宗像市 第２期宗像市子ども・子育て支援事業計画 

古賀市 古賀市子どもの未来応援プラン 

うきは市 うきは市子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業実施計画 

みやま市 みやま市子どもの貧困対策推進計画 

糸島市 糸島市子ども・子育て支援総合プラン 

宇美町 第二期宇美町子ども・子育て支援事業計画 

須恵町 第２期須恵町子ども・子育て支援事業計画 

粕屋町 第２期粕屋町子ども・子育て支援事業計画 

芦屋町 芦屋町子ども・子育て支援事業計画 

水巻町 第２期水巻町子ども・子育て支援事業計画 

筑前町 第２期筑前町子ども・子育て支援事業計画 

大木町 大木町第２期おおきっ子「すこやか」プラン 

添田町 添田町第二期子ども・子育て支援事業計画 

川崎町 川崎町子どもの未来応援計画 

吉富町 第２期吉富町子ども・子育て支援事業計画 

佐賀県 武雄市 武雄市子どもの未来応援計画 

小城市 小城市子ども・子育て支援事業計画 

基山町 基山町子ども・子育て支援事業計画 

みやき町 みやき町子ども・子育て支援事業計画 

有田町 有田町子ども・子育て支援事業計画 

白石町 白石町子ども・子育て支援事業計画 

長崎県 佐世保市 第２期新させぼっ子未来プラン 

大村市 第２期おおむら子ども・子育て支援プラン 

平戸市 第２期平戸市子ども・子育て支援事業計画 

松浦市 第二期松浦市子ども・子育て支援事業計画 

対馬市 対馬市子ども・子育て支援事業計画 

壱岐市 壱岐市子ども・子育て支援事業計画 

西海市 西海市子ども・子育て支援事業計画 

雲仙市 雲仙市子ども・子育て支援事業計画 

南島原市 南島原市こども・子育て支援事業計画 

長与町 第２期長与町子ども・子育て支援事業計画 

時津町 時津町子どもの貧困対策計画 

東彼杵町 第２期東彼杵町子ども・子育て支援事業計画 

川棚町 第２期川棚町子ども・子育て支援事業計画 

波佐見町 第２期波佐見町子ども・子育て支援事業計画 

新上五島町 新上五島町第２期子ども・子育て支援事業計画 

熊本県 ○ 熊本市 熊本市子どもの未来応援アクションプラン 

荒尾市 第２期荒尾市子ども・子育て支援事業計画 

菊池市 第２期菊池市子ども・子育て支援事業計画（令和２年度から令和６年度） 

山鹿市 山鹿市子ども子育て支援事業計画 

宇土市 第２期宇土市子ども・子育て支援事業計画 

宇城市 宇城市すこやか宇城っ子プラン 

阿蘇市 第２期阿蘇市子ども・子育て支援事業計画 

天草市 第２期天草市子ども・子育て支援事業計画 

南関町 第二期南関町子ども・子育て支援事業計画 

長洲町 長洲町子ども・子育て支援事業計画 

菊陽町 菊陽町子どもの貧困対策計画 

南小国町 第２期南小国町子ども・子育て支援事業計画 

高森町 第２期たかもり新風まるプラン 

西原村 第２期西原村子ども・子育て支援事業計画 

嘉島町 嘉島町こども・子育て支援事業計画 

益城町 第２期益城町子ども・子育て支援事業計画 

山都町 第２期山都町子ども・子育て支援事業計画 

錦町 錦町子ども・子育て支援事業計画 

水上村 第２期水上村子ども・子育て支援事業計画 

相良村 第２期相良村子ども・子育て支援事業計画 

五木村 第２期五木村子ども・子育て支援事業計画 

山江村 第２期山江村子ども・子育て支援事業計画 

あさぎり町 あさぎり町子どもの貧困対策計画 

大分県 別府市 第２期別府市子ども・子育て支援事業計画 

日田市 ひたっ子子ども・子育て応援プラン 

臼杵市 第２期臼杵市子ども・子育て支援事業計画 

津久見市 第２期津久見市子ども・子育て支援事業計画 

豊後高田市 子ども・子育て支援事業計画 

杵築市 子どもの貧困対策推進計画 

宇佐市 子ども・子育て支援事業計画 

豊後大野市 キラキラこどもプラン 

由布市 子ども・子育て支援事業計画 
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 九重町 子ども・子育て支援事業計画 

宮﨑県 宮崎市 第二期宮崎市子ども・子育て支援プラン 

都城市 みやこのじょう子どもの未来応援計画 

延岡市 のべおか子どもの豊かな未来応援プラン 

日南市 第２期日南市子ども・子育て支援事業計画 

小林市 小林市子どもの未来応援推進計画 

日向市 第２期日向市子どもの未来応援推進計画 

串間市 串間市子どもの未来応援計画 

西都市 西都市子どもの貧困対策整備計画 

えびの市 えびの市子どもの貧困対策推進計画 

三股町 三股町子どもの未来応援計画 

国富町 第２期国富町子ども・子育て支援事業計画 

綾町 第２期綾町子ども・子育て支援事業計画 

高鍋町 第２期高鍋町子ども・子育て支援事業計画 

新富町 第２期新富町子ども・子育て支援事業計画 

木城町 木城町子どもの貧困対策整備計画 

川南町 第２期川南町子ども・子育て支援事業計画 

椎葉村 第２期椎葉村子ども・子育て支援事業計画 

日之影町 第２期日之影町子ども・子育て支援事業計画 

鹿児島県 枕崎市 第２期枕崎市子ども・子育て支援事業計画 

出水市 第２期出水市子ども・子育て支援事業計画 

沖縄県 宜野湾市 宜野湾市子ども未来応援計画 

名護市 名護市子ども・子育て支援事業計画 

糸満市 第２期糸満市子ども・子育て支援事業計画 

沖縄市 第二期沖縄市子ども・子育て支援事業計画 

うるま市 第２次うるま市総合計画 

宮古島市 第２期宮古島市子ども・子育て支援事業計画 

南城市 第２期南城市子ども・子育て支援事業計画 

東村 第２期東村子ども・子育て支援事業計画 

恩納村 第２期恩納村子ども・子育て支援事業計画 

嘉手納町 嘉手納町子ども・子育て支援事業計画 

西原町 第２期西原町子ども・子育て支援事業計画 

与那原町 第５次与那原町総合計画 

南風原町 第五次南風原町総合計画 

伊平屋村 第４次伊平屋村総合計画 

伊是名村 第２次伊是名村地域福祉計画 

 


