
1=政令市
2=中核市

自治体名

1:平成28年4月までに単独計画として策
定済
2:平成28年5月以降に単独計画として策
定予定
3:平成28年4月までに子ども関連計画の
中で策定済
4:平成28年5月以降に子ども関連計画の
中で策定予定
5:検討中・未策定

策定状況 計画名 計画リンク 調査確認・問い合わせ先 調査確認・問い合わせ先 備考

1 札幌市 2
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

仮称）子どもの貧困対策計
画

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisedai/d
ocuments/kosodatekaigi27-2-3.pdf

札幌市総務局広報部広
報課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役
所本庁舎11階
電話：011-211-2036
ファクス：011-218-5161

平成29年度策定予定。

1 仙台市 5 検討中・未策定 子供未来局子育て支援
課家族支援係

〒980-0811　青葉区一番町四丁目7番17号一番町
仮庁舎（小田急仙台ビル8階）
電話 : 022-214-8202
ファクス : 022-214-8610

1 さいたま
市 5 検討中・未策定 子ども未来局子ども育

成部子育て支援政策課

〒330-9588 さいたま市浦和区常磐6-4-4
電話：048-829-1909
ファックス：048-829-1960

1 千葉市 5
検討中・未策定（子ども関
連計画の中で今後の検討予
定を明記）

千葉市こどもプラン
http://www.city.chiba.jp/kodomomir
ai/kodomomirai/kikaku/chibashikod
omoplan.html

こども未来局こども未
来部こども企画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所1階
電話：043-245-5107
ファックス：043-245-5547
kikaku.CFC@city.chiba.lg.jp

平成27年3月策定。p.107に検討を明記

1 横浜市 1
子どもの貧困単独計画とし
て策定済

 
 横浜市子どもの貧困対策
に関する計画（仮称）

http://www.city.yokohama.lg.jp/kod
omo/action/plan/kodomoplan2016-
2021.html

子ども青少年局企画調
整課

〒231-0017　横浜市中区港町1-1
電話:045-671-4281
ファックス:045-663-8061
kd-kikaku@city.yokohama.jp

平成28年3月策定

1 川崎市 4
子ども関連計画の中で策定
予定

「川崎市子ども・若者ビ
ジョン」

http://www.city.kawasaki.jp/450/pa
ge/0000076750.html

川崎市子ども未来局青
少年支援室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話：044-200-2668
ファクス：044-200-3931
45sien@city.kawasaki.jp

「川崎市子ども・若者ビジョン」内で
現在子どもの貧困対策を行っている。
2年後の見直しの際に子どもの貧困対
策法が組み込むことが考えられてい
る。

1 相模原市 3
子ども関連計画の中で策定
済

相模原市子ども・子育て支
援事業計画

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps
_data/_material_/_files/000/000/031/514/kod
omo_honpen.pdf

こども青少年課（計画
推進班）

〒252-5277　中央区中央2-11-15　市役所本館4階
電話：042-769-9811
ファクス：042-759-4395

平成27年3月策定。13頁目/総214頁

1 新潟市 5 検討中・未策定 福祉部　子ども未来課

〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602-1　市役所分館2
階　　　　電話：025-226-1193
ファックス：025-228-2197

1 静岡市 3
子ども関連計画の中で策定
済

静岡市子ども・子育て支援
プラン

http://www.city.shizuoka.jp/000688
486.pdf

静岡市 子ども未来局
子ども未来部 子ども未
来課

〒420-8602 静岡市葵区追手町 5 番 1 号
電話：054-221-1169
ファックス：054－221－1176

平成26年度策定。83頁/総216頁目
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1=政令市
2=中核市

自治体名

1:平成28年4月までに単独計画として策
定済
2:平成28年5月以降に単独計画として策
定予定
3:平成28年4月までに子ども関連計画の
中で策定済
4:平成28年5月以降に子ども関連計画の
中で策定予定
5:検討中・未策定

策定状況 計画名 計画リンク 調査確認・問い合わせ先 調査確認・問い合わせ先 備考

1 浜松市 3
子ども関連計画の中で策定
済

浜松市子ども・若者支援プ
ラン

https://www.city.hamamatsu.shizuo
ka.jp/katei/conference/record/doc
uments/puranan.pdf

次世代育成課
〒430-8652
浜松市中区元城町103-2
電話：053-457-2795

平成27年3月策定。64頁目/総106頁目

1 名古屋市 3
子ども関連計画の中で策定
済

なごや子ども・子育てわく
わくプラン2015－名古屋市
子どもに関する総合計画－

http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/
cmsfiles/contents/0000068/68199/honpen.p
df

名古屋市子ども青少年
局
青少年家庭部青少年家
庭課

〒460-8508 名古屋市中区三の丸 3－1－1
電話　052-972-2522
ファックス　052-972-4439

平成27年3月策定。p.56-58

1 京都市 2
子ども関連計画の中で策定
済（※別途、子どもの貧困
対策単独計画を策定予定）

京都市未来こどもがはぐく
みプラン

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cms
files/contents/0000177/177517/honsatu_zen
bun.pdf

保健福祉局子育て支援
部児童家庭課

〒604-8571　京都市中京区寺町通御池上る上本能
寺前町488番地
電話：075-251-2380
ファックス：075-251-2322

pp.33,59,169など。平成28年度中に子
どもの貧困に関する事業計画策定予定

1 大阪市 4
子ども関連計画の中で策定
予定

名称未定
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo
/cmsfiles/contents/0000278/2785
17/sann1-1.pdf

大阪市子どもの対策推
進本部

〒530-8201　大阪市北区中之島1－3－20
電話：06-6208-8181

1 堺市 4
子ども関連計画の中で策定
予定

堺市子ども・子育て支援事
業計画

http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate
/hughug/boshu/bosyuukodomonohi
nkon.html

子ども青少年局　子ど
も青少年育成部　子ど
も企画課

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号　堺市役所高
層館8階
電話：072-228-7104
ファックス：072-228-7106

子どもの貧困の実態調査中。平成29年
度、子ども・子育て支援事業計画中間
見直しの時に盛り込み予定

1 神戸市 3
子ども関連計画の中で策定
済

新・神戸っ子すこやかプラ
ン

http://www.city.kobe.lg.jp/child/gro
w/shinseido/img/H27-3_siryou1.pdf

神戸市 こども家庭局
子育て支援部　振興課

〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役
所1号館3階
電話：078-322-5216
ファックス：078-322-6042

平成２７年５月策定。44頁目/総48頁

1 岡山市 3
子ども関連計画の中で策定
済

岡山市子ども・子育て支援
プラン

http://www.city.okayama.jp/hofuku/
kodomokikaku/kodomokikaku_00371.
html

岡山っ子育成局こども
企画総務課

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話：086-803-1220
ファクス：086-225-4441

平成27年策定。4頁目/総45頁

1 広島市 3
子ども関連計画の中で策定
済

広島市子ども・子育て支援
事業計画

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www
/contents/1427155403152/index.ht
ml

こども未来局

広島県広島市中区国泰寺町１丁目６－３４
電話：082-504-2812
ファックス：082-504-2255
ko-mirai@city.hiroshima.lg.jp

平成27年度策定。p.7

1 北九州市 3
子ども関連計画の中で策定
済

北九州市　元気発進！子ど
もプラン

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/1150
0078.html

こども家庭局子ども家
庭部総務企画課

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
電話：093-582-2280
ファックス:093-582-0070

政策分野4、施策12

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/katei/conference/record/documents/puranan.pdf
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/katei/conference/record/documents/puranan.pdf
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/katei/conference/record/documents/puranan.pdf
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/cmsfiles/contents/0000068/68199/honpen.pdf
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/cmsfiles/contents/0000068/68199/honpen.pdf
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/cmsfiles/contents/0000068/68199/honpen.pdf
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000177/177517/honsatu_zenbun.pdf
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000177/177517/honsatu_zenbun.pdf
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000177/177517/honsatu_zenbun.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000278/278517/sann1-1.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000278/278517/sann1-1.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000278/278517/sann1-1.pdf
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/boshu/bosyuukodomonohinkon.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/boshu/bosyuukodomonohinkon.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/boshu/bosyuukodomonohinkon.html
http://www.city.kobe.lg.jp/child/grow/shinseido/img/H27-3_siryou1.pdf
http://www.city.kobe.lg.jp/child/grow/shinseido/img/H27-3_siryou1.pdf
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kodomokikaku/kodomokikaku_00371.html
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kodomokikaku/kodomokikaku_00371.html
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kodomokikaku/kodomokikaku_00371.html
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1427155403152/index.html
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1427155403152/index.html
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1427155403152/index.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/11500078.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/11500078.html


1=政令市
2=中核市

自治体名

1:平成28年4月までに単独計画として策
定済
2:平成28年5月以降に単独計画として策
定予定
3:平成28年4月までに子ども関連計画の
中で策定済
4:平成28年5月以降に子ども関連計画の
中で策定予定
5:検討中・未策定

策定状況 計画名 計画リンク 調査確認・問い合わせ先 調査確認・問い合わせ先 備考

1 福岡市 3
子ども関連計画の中で策定
済

第4次福岡市子ども総合計
画

http://www.city.fukuoka.lg.jp/kodom
o-mirai/k-
kikaku/opinion/dai4jifukuokashikodo
mosougoukeikaku.html

こども未来局 こども部
総務企画課

福岡市中央区天神1丁目8－1
電話：092－711-4170
ファックス:092-733-5534

平成27年度策定。p.32,33

1 熊本市 3
子ども関連計画の中で策定
済

熊本市子ども輝き未来プラ
ン

http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji
/pub/detail.aspx?c_id=5&id=8630&cl
ass_set_id=2&class_id=1838

健康福祉局　こども未
来部こども支援課

〒860-8601

 熊本市中央区手取本町1番1号

電話：096-328-2158

平成27年度策定。事業一覧p.65

2 旭川市 5
検討中・未策定（子ども関
連計画の中で今後の検討予
定を明記）

旭川市子ども・子育てプラ
ン

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurash
i/218/266/269/p004601.html 旭川市子育て支援部

〒070-8525 旭川市7条通10丁目
電話:0166-25-9128

子ども・子育て支援事業計画p.30に文
言記載

2 函館市 5 検討中・未策定 函館市　子ども未来部
子ども企画課

〒040-8666 函館市東雲町4番13号
電話:0138-21-3288

2 青森市 3
子ども関連計画の中で策定
済

青森市子ども総合プラン

https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo-
shiawase/kodomo-kyouiku/soudan-teate-
josei/jidoufukushi-
bunkakai/documents/kodomosougoupuran.pdf

青森市健康福祉部子ど
もしあわせ課

〒030-8555 青森市中央一丁目22番5号
電話:017-721-2180

平成27年度策定。pp.90-93

2 盛岡市 5 検討中・未策定 市民部男女共同参画青
少年課

電話：019-626-7525

2 秋田市 2
子どもの貧困対策単独計画
として策定予定

名称未定 福祉保健部 電話：866-6646
平成28年度中に単独計画として策定予
定

2 郡山市 5 検討中・未策定 こども部こども未来課

 
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話：024-924-3801
ファックス：024-924-3802
kodomomirai@city.koriyama.fukushima.jp

2 いわき市 5 検討中・未策定 こどもみらい課
電話：0246-22-7483
ファクス：0246-22-7029
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1=政令市
2=中核市

自治体名

1:平成28年4月までに単独計画として策
定済
2:平成28年5月以降に単独計画として策
定予定
3:平成28年4月までに子ども関連計画の
中で策定済
4:平成28年5月以降に子ども関連計画の
中で策定予定
5:検討中・未策定

策定状況 計画名 計画リンク 調査確認・問い合わせ先 調査確認・問い合わせ先 備考

2 宇都宮市 3
子ども関連計画の中で策定
済

宮っこ子育ち・子育て応援
プラン

http://www.city.utsunomiya.tochigi.j
p/fukushi/youjijidou/015609.html

子ども未来課
〒320-8540 宇都宮市旭 1 丁目 1 番 5 号
電話 028-632-2342
ファックス 028-638-8941

平成27年3月策定。応援プラン（総
論）p28「子どもの貧困対策の推進に
関する法律」の説明、p39「喫緊の課
題」に子どもの貧困対策が明記されて
いる。

2 前橋市 5 検討中・未策定 社会福祉課

〒371-8601　群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
電話：027-898-6142
ファクス：027-223-8325
shakai_fukusi@city.maebashi.gunma.jp

2 高崎市 5 検討中・未策定 子ども家庭課
電話：027-321-1316
ファクス：027-324-1849
kodomo@city.takasaki.lg.jp

2 川越市 5 検討中・未策定
こども未来部　こども
政策課　こども政策担
当

〒350-8601　埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話：049-224-8811
ファックス：049-225-2171

2 越谷市 5 検討中・未策定 子ども家庭部　子育て
支援課　少子政策担当

〒343-8501　埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
電話：048-964-2111

2 船橋市 5 検討中・未策定 子ども政策課
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
電話:047-436-2111

2 柏市 5 検討中・未策定 柏市こども部こども福
祉課

〒277-8505
柏市柏5-10-1
電話:04-7167-1595
ファックス:04-7162-1077
info-kdmf@city.kashiwa.lg.jp

2 八王子市 3
子ども関連計画の中で策定
済

第三次八王子市子ども育成
計画「ビジョン　すくすく
☆はちおうじ」

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/db
ps_data/_material_/_files/000/000/0
46/902/soan.pdf

八王子市子ども家庭部
子どものしあわせ課

〒192-8501
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話：042-620-7391
ファックス:042-627-7776
b470100@city.hachioji.tokyo.jp

pp.67-68

2 横須賀市 3
子ども関連計画の中で策定
済

子ども・子育て支援事業計
画（横須賀子ども未来プラ
ン）

https://www.city.yokosuka.kanagaw
a.jp/3405/nagekomi/h270120.html

こども育成部こども育
成総務課

横須賀市小川町16番地はぐくみかん5階
電話：046-822-8225
ファックス:046-827-0652

pp.81-82

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/fukushi/youjijidou/015609.html
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/fukushi/youjijidou/015609.html
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/046/902/soan.pdf
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/046/902/soan.pdf
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/046/902/soan.pdf
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3405/nagekomi/h270120.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3405/nagekomi/h270120.html


1=政令市
2=中核市

自治体名

1:平成28年4月までに単独計画として策
定済
2:平成28年5月以降に単独計画として策
定予定
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5:検討中・未策定

策定状況 計画名 計画リンク 調査確認・問い合わせ先 調査確認・問い合わせ先 備考

2 富山市 5 検討中・未策定 子育て支援課
富山市新桜町7-38
電話： 076-443-2059

2 金沢市 5 検討中・未策定 こども政策推進課
金沢市広坂1丁目1番1号
電話：076-220-2299
ファックス：076-220-2360

2 長野市 5 検討中・未策定 子ども未来部子ども政
策課

〒380-8512長野市大字鶴賀緑町1613
電話:026-224-6796
ファックス:026-224-7648
ko-seisaku@city.nagano.lg.jp

2 岐阜市 3
子ども関連計画の中で策定
済

第2期岐阜市次世代育成支
援対策行動計画　″輝き″
子ども未来図　ぎふⅡ

http://www.city.gifu.lg.jp/26317.htm 子ども政策課
〒500-8701　岐阜市今沢町18番地
電話：058-214-2397
kodomo-sei@city.gifu.gifu.jp

平成28年3月策定。p.77

2 豊田市 5 検討中・未策定 子ども部　次世代育成
課

〒471-8501　愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田
市役所東庁舎2階
電話：0565-34-6630
ファクス：0565-34-6938

2 豊橋市 3
子ども関連計画の中で策定
済

豊橋市子ども・子育て応援
プラン

http://www.city.toyohashi.lg.jp/1874
2.htm

こども未来部 こども未
来政策課

〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役
所 東館2階)
電話:0532-51-2325
kodomo-seisaku@city.toyohashi.lg.jp

平成27年3月策定。5章　P.12

2 岡崎市 3
子ども関連計画の中で策定
済

おかざきっ子　育ちプラン
（岡崎市子ども・子育て支
援事業計画）

http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/
1563/1618/p018326.html

こども育成課施策班
〒444-8601岡崎市十王町２丁目９番地
電話:0564-23-6820
ファックス:0564-23-6833

平成27年4月策定。5章p.94

2 大津市 3
子ども関連計画の中で策定
済

大津市次世代育成支援行動
計画

http://www.city.otsu.lg.jp/ikkrwebBr
owse/material/files/group/64/honn
penn1to2.pdf

福祉子ども部子ども家
庭課

〒520-8575 市役所本館2階
電話：077-528-2701
ファックス：077-523-0460

平成28年2月策定。p.36

2 豊中市 5 検討中・未策定 子ども未来部 子ども政
策課

〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号　豊中市役所第二庁舎3
階
電話：06-6858-2258
ファクス：06-6854-9533

http://www.city.gifu.lg.jp/26317.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/18742.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/18742.htm
http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1563/1618/p018326.html
http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1563/1618/p018326.html
http://www.city.otsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/64/honnpenn1to2.pdf
http://www.city.otsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/64/honnpenn1to2.pdf
http://www.city.otsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/64/honnpenn1to2.pdf
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2 高槻市 5 検討中・未策定 子ども未来部　保育幼
稚園総務課

〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号
電話：072-674-7695
ファックス：072-675-8648

2 枚方市 5 検討中・未策定
子育て支援室　子育て
事業課
（ひとり親支援は子ど
も青少年課）

〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号　枚方市役所別館5階
電話：072-841-1471
ファックス：072-841-4319
kodomo@city.hirakata.osaka.jp
（子ども青少年課→電話：072-841-1375、ファックス：072-843-2244
kodosei@city.hirakata.osaka.jp、）

2 東大阪市 5 検討中・未策定 子どもすこやか部　子ど
も家庭課

 〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
電話: 06-4309-3194
ファクス: 06-4309-3817

2 姫路市 5 検討中・未策定 こども政策課
〒670-8501   姫路市安田4丁目1番地   本庁舎9階
電話：079-221-2738
ファクス：079-221-2949

2 西宮市 5 検討中・未策定
〒662-8567　兵庫県西宮市六湛寺町10-3

電話：0798-35-3151

2 尼崎市 5 検討中・未策定
こども青少年本部事務局
こども青少年部　こども政
策課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1-23-1　本庁中
館５階　電話：06-6489-6341
ama-kodomoseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp

2 奈良市 2
子どもの貧困対策単独計画と
して策定予定

名称未定
子ども未来部 子育て相
談課

 
電話：0742-34-4804
ファックス：0742-34-4817
kosodatesoudan@city.nara.lg.jp

平成28年度中には単独の子どもの貧困対
策計画として策定予定

2 和歌山市 5 検討中・未策定 福祉局　こども未来部
子育て支援課

〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話：073-435-1329
ファクス：073-435-1341

2 倉敷市 5 検討中・未策定
保健福祉局　子ども未来
部　子ども・子育て支援新
制度推進室

〒710-8565 　倉敷市西中新田640番地
電話： 086-426-3335
ファックス： 086-427-7335
kosodate@city.kurashiki.okayama.jp
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2 福山市 5 検討中・未策定 子育て支援課

〒720-8501　福山市東桜町3番5号本庁舎7階子育て
支援担当
電話：084-928-1053
ファックス：084-922-0846

2 下関市 5 検討中・未策定 こども未来部　こども育成
課

〒750-8521
下関市南部町1番1号
電話：083-231-1722
ファックス：083-231-1995

2 高松市 5 検討中・未策定 （参考HP）健康福祉局子
ども未来部子育て支援課

〒７６０－００７４　高松市桜町一丁目１０番２７号保健
所２階
 電話　： ０８７－８３９－２５７１
　ファックス　： ０８７－８３９－２５７５
  sienseibi@city.takamatsu.lg.jp

※参考HP資料のｐ２,３を参照。また、以下
の別資料のｐ４を参照。
（https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/fil
e/24266_L19_kekka.pdf）

2 松山市 5 検討中・未策定 （参考HP２）保育幼稚園
課

〒790-8571　愛媛県松山市二番町四丁目7-2　別館2
階
電話：089-948-6859
hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

※参考HP１の武井の質問から検討中であ
ることが考えられるが、それが参考HP２の
形に結ばれたのかは不明

2 高知市 5 検討中・未策定 子ども未来部子育て給付
課

高知市本町5丁目1-45（第二庁舎２階）
電話：088-823-9447
ファックス：088-823-9368

※28年度「行財政運営方針」において、
「子どもの貧困対策について，今後の国の
動向に留意することとする」旨の記載有
り。

2 久留米市 5 検討中・未策定 子ども未来部子ども政策
課

〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
電話:0942-30-9000

2 長崎市 5 検討中・未策定 子育て支援課

長崎市桜町6-３
電話:095-829-1270
ファックス:095-829-1275
kosodate@city.nagasaki.lg.jp

現段階では検討中。県の計画が動いてか
らニーズ調査等を行うことも検討。

2 大分市 5
検討中・未策定（子ども関
連計画の中で今後の検討予
定を明記）

すくすく大分っ子プラン
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/14
24330992139/files/honnpennzenntaibann.pdf 子育て支援課

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
電話： 097-537-5619
ファックス： 097-533-2613

p.75

2 宮崎市 5 検討中・未策定 子育て支援課

〒880-8505 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号宮崎
市役所 本庁舎 1階
電話：0985-21-1774
ファックス：0985-27-0712
10jidou@city.miyazaki.miyazaki.jp

http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1424330992139/files/honnpennzenntaibann.pdf
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1424330992139/files/honnpennzenntaibann.pdf
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2 鹿児島市 5 検討中・未策定 健康福祉局こども未来部
こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話：099-216-1260
ファクス：099-216-1284

2 那覇市 5 検討中・未策定 こどもみらい部子育て応
援課

那覇市役所本庁舎3階
電話： 098-861-6951


