
策定時期詳細 計画の正式名称 リンク 担当部局 問い合わせ先 備考

1 北海道
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成27年12月 北海道子どもの貧困対策推進計画（素案）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf
/kms/js/hinkonsoan.pdf

保健福祉部子ども未来推進局子
ども子育て支援課

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話番号：011-231-4111

2 青森県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年1月
青森県子どもの貧困対策の推進に関する
計画（仮称）

http://www.pref.aomori.lg.jp/sosh
iki/kenko/kodomo/files/0908_1.p
df

こどもみらい課家庭支援グループ 〒030-8570　青森県青森市長島一丁目1-1
電話番号：017-722-1111

3 岩手県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月
いわての子どもの貧困対策推進計画（仮
称）

http://www.pref.iwate.jp/dbps_da
ta/_material_/_files/000/000/028
/382/02zyoureinituite.pdf

子ども・子育て支援課 〒020-8570　岩手県盛岡市内丸10番1号
電話番号：019-651-3111（総合案内）

いわての子ども
を健やかにはぐく
む条例とは別も
の

4 宮城県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月 （仮称）宮城県子どもの貧困対策計画
http://www.pref.miyagi.jp/upload
ed/attachment/333862.pdf

子育て支援課

〒980-8570　宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
7階
電話番号：022-211-2528
FAX：022-211-2591

5 秋田県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成27年度中 秋田県子どもの貧困対策計画(仮称) 該当リンクなし 健康福祉課
〒010-8570・〒010-0951　秋田市山王四丁目１－１
電話番：018-860-1111

6 山形県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月 山形県子どもの貧困対策推進計画
http://www.pref.yamagata.jp/pick
up/interview/pressrelease/2015
/09/03155034/press_file02.pdf

子育て推進部 子ども家庭課
〒990-8570　山形市松波二丁目8－1
電話番号(代表)：023-630-2211
電話番号： 023-630-2008

7 福島県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定予定

☆ 平成28年3月 ふくしま新生夢プラン
http://www.pref.fukushima.lg.jp/s
ec/21055a/kosodatekaigi.html

こども・青少年政策課
〒960-8670　福島県福島市杉妻町2-16
電話番号：024-521-7198
FAX：024-521-7747

8 茨城県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月
茨城県子どもの貧困対策に関する計画(仮
称)

ウェブ上で未公開 子ども家庭課
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号：029-301-3243
FAX番号：029-301-3269

9 栃木県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月 とちぎ子ども・子育て支援プラン

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06
/system/honchou/honchou/doc
uments/kodomokosodateshienpla
n.pdf

保健福祉部こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20　県庁舎本館5階
電話番号：028-623-3068
FAX：028-623-3070

10 群馬県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月 群馬県子どもの貧困対策推進計画（仮称）
http://www.pref.gunma.jp/07/d0
100113.html

健康福祉部 健康福祉課

〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話番号：027-226-2518
FAX：027-243-2670
kenkoufuku@pref.gunma.lg.jp

11 埼玉県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年2月 埼玉県子育て応援行動計画
http://www.pref.saitama.lg.jp/a06
07/koudoukeikaku/

福祉部 少子政策課 企画・人材
確保担当

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1
階
電話番号：048-830-3349
FAX：048-830-4784

12 千葉県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成27年度中策定予定
千葉県子どもの貧困対策推進計画～ す
べての子どもが夢と希望を持って成長して
いける社会の実現を目指して ～

http://www.pref.chiba.lg.jp/kensh
idou/iken/h27/kodomonohinkont
aisaku.html

健康福祉部健康福祉指導課自
立支援班

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県健康福祉
部健康福祉指導課自立支援班
電話番号：043-223-2309
FAX：043-222-6294
メールアドレス：jiritsushien@mz.pref.chiba.lg.jp

13 東京都 ×

子育て計画やひとり親の計
画など、それぞれの計画の
中に子どもの貧困対策に関
する内容も入れている。

東京都子供・子育て支援総合計画（平成
27年度～平成31年度）／東京都ひとり親
家庭自立支援計画（第3期）など

http://www.fukushihoken.metro.t
okyo.jp/kodomo/katei/kokosienk
eikaku/kokokeikaku2731.html

福祉保健局 少子社会対策部 計
画課

〒163-8001
新宿区西新宿二丁目8番1号
第一本庁舎23階北側
電話番号：03-5320-4112
FAX：03-5388-1406

子どもの貧困対策計画の策定状況
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14 神奈川県
子どもの貧困対策単独計画
として策定済

○ 平成27年3月 神奈川県子どもの貧困対策推進計画
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt
/f532231/

県民局 次世代育成部 子ども家
庭課　児童養護グループ

〒231-8588　神奈川県横浜市中区日本大通1神奈川
県県民局次世代育成部子ども家庭課児童養護グルー
プ
電話番号：045-210-1111

15 新潟県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成27年度末 新潟県子どもの貧困対策推進計画（仮称） http://www.pref.niigata.lg.jp/jidoukatei/1356816723151.html児童家庭課　家庭福祉係

〒950-8570
新潟市中央区新光町４番地１ 
電話番号：025-280-5926（直通）
FAX： 025-281-3641

大学教授等の有
識者による検討
会を実施

16 富山県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月
かがやけ　とやまっ子　みらいプラン　～み
んなの希望がかない　子どもの笑顔あふ
れる未来へ～

http://www.pref.toyama.jp/cms_s
ec/1400/kj00015356.html

観光・地域振興局 地方創生推進
室

〒930-8501
富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階
電話番号：076-444-2174
FAX：076-444-8694

17 石川県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月 いしかわエンゼルプラン２０１５
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/k
odomoseisaku/angelplan2015/an
gelplan2015.html

健康福祉部少子化対策監室（子
ども政策課）

石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号：076-225-1447
FAX：076-225-1423
メールアドレス：e150300@pref.ishikawa.lg.jp

18 福井県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月
第三次　福井県　元気な子ども・子育て応
援計画

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/k
odomo/keikaku/keikaku3.html

子ども家庭課

福井市大手3丁目17番1号
電話：0776-20-0341
FAX：0776-20-0640
メールアドレス：kodomo@pref.fukui.lg.jp

19 山梨県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月 山梨子どもの貧困対策推進計画 該当リンクなし
山梨県教育委員会社会教育課
青少年保護係

電話番号：055-223-1356
子ども育成指針
案

20 長野県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月 ながの子ども･子育て応援総合計画
http://www.pref.nagano.lg.jp/jise
dai/kyoiku/shien/shien/kosodate
/documents/00-zentai.pdf

県民文化部次世代サポート課
電話番号：026-235-7207
FAX：026-235-7087

21 岐阜県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月 第三次岐阜県少子化対策基本計画
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo
/kekkon/shoshika-
taisaku/11236/index_19546.html

岐阜県庁１０階　健康福祉部 子
ども・女性局 子育て支援課

電話番号：058-272-8077
 FAX：058-278-2880

22 静岡県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月 静岡県子どもの貧困対策計画(仮称)

http://www.pref.shizuoka.jp/kous
ei/ko-
030/buchoushitsu/buchoutalk20
150312_01.html

健康福祉部こども未来局こども
家庭課

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号054-221-3628
FAX 054-221-3521
メールアドレス：kokatei@pref.shozuoka.lg.jp

23 愛知県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月 あいち　はぐみんプラン2015-2019
http://www.pref.aichi.jp/0000081
616.html

愛知県　健康福祉部　子育て支
援課

メールアドレス：kosodate@pref.aichi.lg.jp

24 三重県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月 三重県子どもの貧困対策計画（仮称）
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPIC
S/2015050015.htm

健康福祉部子ども・家庭局　子育
て支援課

〒514-8570 三重県津市広明町13番地
電話番号：059-224-3070

25 滋賀県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月 淡海子どもプラン
http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kod
omokatei/pabukome/files/planhy
ousi12.pdf

滋賀県健康福祉部子ども・青少
年局

電話番号：077-528-3550
FAX：077-528-4854
メールアドレス：em00@pref.shiga.lg.jp

26 京都府
子どもの貧困対策単独計画
として策定済

○ 平成27年3月
京都府子どもの貧困対策推進計画～ す
べての子どもが将来の夢を実現できる社
会を目指す ～

http://www.pref.kyoto.jp/kateishi
en/news/hinkonkeikaku.html

健康福祉部家庭支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号：075-414-4582
FAX：075-414-4586
メールアドレス：kateishien@pref.kyoto.lg.jp

27 大阪府
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月 大阪府子ども総合計画（本体計画）
http://www.pref.osaka.lg.jp/kosod
ateshien/keikaku/index.html

子ども室子育て支援課

〒540-0008　大阪府大阪市　中央区大手前３丁目２－
１２別館７階
電話番号：06-6944-6677
FAX：06-6944-3052
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28 兵庫県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月
ひょうご子ども・子育て未来プラン～誰もが
安心して子育てできる兵庫の実現～

https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw08
/hw08_000000001.html

健康福祉部こども局こども政策
課こども企画班

電話：078-362-3197
FAX：078-362-3011
メールアドレス：kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

29 奈良県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成27年度中 「（仮称）奈良県子どもの貧困対策計画」 http://www.pref.nara.jp/item/143322.htmこども家庭課
〒630-8501奈良市登大路町30
家庭福祉係TEL ： 0742-27-8678
児童虐待対策係TEL ： 0742-27-8605

30 和歌山県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△
平成28年度中
※平成27年度は検討段階

名称未定 こども未来課
〒640-8585　和歌山市小松原通1-1　【 地図 】
TEL：073-441-2490　FAX：073-441-2491　メール：
e0402001@pref.wakayama.lg.jp

31 鳥取県
子どもの貧困対策単独計画
として策定済

○ 平成27年3月

鳥取県子どもの貧困対策推進計画
～すべての子どもたちが夢と希望を持って
成長していける鳥取県を目指して～

http://www.pref.tottori.lg.jp/2459
49.htm

福祉保健部福祉保健課

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話番号：0857-26-7142
FAX：0857-26-8116
メールアドレス：fukushihoken@pref.tottori.jp

32 島根県
子どもの貧困対策単独計画
として策定済

○ 平成27年3月 島根県子どものセーフティネット推進計画

http://www.pref.shimane.lg.jp/ed
ucation/child/kodomo/kodomono
hinkon/kodomo_safetynet_plan.da
ta/kodomo_safetynet_keikaku.pdf

地域福祉課

〒690-0887　島根県松江市殿町111番地(松江セン
チュリービル6階)
電話番号：0852-22-6822
FAX：0852-22-5448

33 岡山県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月
岡山いきいき子どもプラン2015－全ての子
どもたちが晴れやかな笑顔で暮らす生き

活き岡山を目指してー

http://www.pref.okayama.jp/page
/424314.html

保健福祉部子ども未来課

700-0824　岡山県岡山市北区内山下2-4-6
電話番号：少子化対策班 086-226-7347
児童福祉班　086-226-7911
保育・母子班 086-226-7348 086-226-7349
ＦＡＸ：086-234-5770

34 広島県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月 ひろしまファミリー夢プラン http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/248/hiroshimafamilyplan27-31.html広島県こども家庭課

〒730-8511広島市中区基町10番52号
電話番号(代表)：082-513‐3167
電話番号(児童グループ)：082-513-3167・3168
電話番号(家庭グループ)：082-513-3173
FAX：082-502-3674

35 山口県
子どもの貧困対策単独計画
として策定済

○ 平成27年7月 山口県子どもの貧困対策推進計画
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
press/201507/031737.html

こども家庭課
電話番号：083-933-2634
Fax：083-933-2799
メールアドレス：a11800@pref.yamaguchi.lg.jp

36 徳島県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月 第２期徳島はぐくみプラン
http://www.pref.tokushima.jp/do
cs/2015041000092/

保健福祉部　こども未来課

電話番号：088-621-2178
FAX：088-621-2843
メールアドレス：
jisedaiikuseiseisyounenka@pref.tokushima.lg.jp

37 香川県
子どもの貧困対策単独計画
として策定済

○ 平成2７年9月 香川県子どもの貧困対策推進計画
http://www.pref.kagawa.lg.jp/con
tent/dir1/dir1_1/dir1_1_1/wxh7lk
150907094849.shtml

健康福祉部　子育て支援課
電話：087-832-3282
FAX：087-806-0207
メールアドレス：kosodate@pref.kagawa.lg.jp

38 愛媛県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年3月
第2期えひめ・未来・子育てプラン（前期計
画）

https://www.pref.ehime.jp/h2030
0/plan/dai2ki-kosodateplan.html

保健福祉部子育て支援課

保健福祉部子育て支援課 子育て支援企画係〒790-
8570　松山市一番町4-4-2
電話番号：089-912-2413
FAX：089-912-2409
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39 高知県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月 (仮)高知県子どもの貧困対策計画 該当リンクなし 地域福祉部児童家庭課

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話： 青少年 088-823-9637
児童福祉 088-823-9655
ひとり親家庭 088-823-9654
ファックス： 088-823-9658
メール： 060401@ken.pref.kochi.lg.jp

40 福岡県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成27年度中 福岡県子どもの貧困対策推進計画(案)
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/upl
oaded/life/185432_51408460_mis
c.pdf

福岡県福祉労働部保護・援護課
企画調整係

〒812-8577　福岡市博多区東公園7-7
FAX：092-643-3306
メールアドレス：engo@pref.fukuoka.lg.jp

41 佐賀県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月 子どもの貧困対策推進計画（仮称）案
https://www.pref.saga.lg.jp/web/
kensei/_1078/go-
pabukome/pabucomegaiyou.html

母子保健福祉課

〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59新行政棟３階
電話番号：0952-25-7056
メールアドレス：boshihokenfukushi@pref.saga.lg.jp
  

42 長崎県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月
長崎県子どもの貧困対策推進方針（案）
※子育て条例行動計画が上部計画

なし こども家庭課
長崎県長崎市江戸町2番13号
電話番号：095-895-2442

43 熊本県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定済

★ 平成27年11月 くまもと子ども・子育てプラン
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji
_10297.html

健康福祉部子ども未来課

熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
電話番号：096-333-2227
FAX：096-383-1427
メールアドレス：kodomomirai@pref.kumamoto.lg.jp

44 大分県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成27年度中策定予定 大分県子どもの貧困対策計画(仮称)
https://www.oita-
press.co.jp/1010000000/2015/0
6/30/004153020

福祉保健部こども子育て支援課
(庶務)

〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号
電話番号（家庭福祉班）：097-506-2703
電話番号(こども支援班)：097-506-2707
電話番号(少子化対策班)：097-506-2712
電話番号(幼保連携推進班)：097-506-2709
FAX：097-506-1739

45 宮崎県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年3月策定予定 宮崎県子どもの貧困対策計画（仮称）

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ko
kuhoengo/kense/shingikai/docu
ments/18237_20150904193028-
1.pdf

福祉保健部国保・援護課保護担
当

〒880-8501　宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話番号：0985-26-7063
FAX：0985-26-7346
メールアドレス：kokuhoengo@pref.miyazaki.lg.jp

46 鹿児島県
子ども・子育て等総合計画
の中で子どもの貧困対策計
画を策定予定

☆ 平成28年3月策定予定 新かごしま子ども未来プラン

https://www.pref.kagoshima.jp/a
b14/kenko-
fukushi/kodomo/kosodate-
kaigi/dai7kodomokosodatekaigike
kka.html

子ども福祉課 電話番号：099-286-2766

47 沖縄県
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

△ 平成28年度中 沖縄県子どもの貧困対策推進計画
http://www.pref.okinawa.jp/site/
kodomo/shonenkodomo/kodomo
nohinkonkentoukai.html

子ども生活福祉部青少年・子ども
家庭課

子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課（代表）〒900-
8570　沖縄県那覇市泉崎1-2-2　行政棟3階（南側）電
話番号：098-866-2174FAX番号：098-868-2402
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