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第１章 エンゼルプランの概要 

１ 国・県・市の取組状況 

１）我が国全体における少子化の現状とその影響 

我が国の出生数をみると、第２次ベビーブーム期の 1971（昭和 46）年から 1974（昭

和 49）年には約 190 万人に達していましたが、2012（平成 24）年には約 103.7 万人

と、約 5 割近くまで減少しています。また、１人の女性が一生の間に産む子どもの数を示す

合計特殊出生率は、第２次ベビーブーム期に約2.1で推移していましたが、2005（平成17）

年には過去最低となる 1.26 を記録し、この年初めて出生数が死亡数を下回り、我が国は本

格的な人口減少社会を迎えることになりました。その後 2017（平成 29）年には 1.4３と

やや増加傾向に転じていますが、依然低い水準にとどまっており、この傾向が続いた場合、

国立社会保障・人口問題研究所が行う将来人口推計によれば、201７（平成 29）年の人口

約 1.26 億人が 2065 年では約 8,808 万人にまで減少するとされています。 

 

資料：人口動態統計 

人口減少の影響は単に人口規模が小さくなるだけではなく、65 歳以上の高齢者人口の割

合が増加する一方、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口の割合が低下するという「人口構

造の変化」を伴うものとなり、これまでの人口構造を前提にしていた社会保障制度の持続や、

経済成長の基盤を揺るがす深刻な問題に至る可能性があります。 

少子化が進む背景には、第一の要因として晩婚化やそれに伴う女性の晩産化の傾向ととも

に未婚化の進行が大きく影響していることが考えられます。 

結婚や出産を妨げる原因として、これまで、核家族化による家庭養育力の低下や、女性の

社会進出に伴う意識の変化などが挙げられてきましたが、最近はこれらに加えて経済的な問
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題が指摘されています。 

このことは、バブル経済の崩壊から始まった「失われた 20 年」以降今日に至るまで、企

業が厳しい競争にさらされ終身雇用を維持することができず非正規雇用が増加する中、所得

保障や将来に対する不安が結婚や出産をためらわせていることが考えられています。 

そのため今後は、安定した雇用の確保や就労と子育てを両立できる働き方が実現できる社

会の構築などが従来の少子化対策とともに必要になっています。 

 

 

2）国の取組 

  【エンゼルプランと新エンゼルプランの策定】 

1990（平成２）年のいわゆる「（合計特殊出生率）1.57 ショック」を契機に、政府は仕

事と子育ての両立支援など子どもを産み育てやすい環境づくりに向けての対策の検討を始め、

1994（平成６）年、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」（エンゼルプ

ラン）を策定し、更に 1999（平成 11）年には「重点的に推進すべき少子化対策の具体的

実施計画について」（新エンゼルプラン）を策定し、保育の量的拡大や、延長保育等の多様な

保育の充実、子育て支援センターの整備等地域における様々な支援施策を打ち出してきまし

た。 

 

【次世代育成支援対策推進法の制定】 

2002（平成 14）年に発表された「少子化対策プラスワン」では、これまでの保育中心

だった施策を転換し、子育て家庭の視点からみたバランスある子育て支援を着実に進めてい

くことが示されました。 

これらを踏まえ、少子化の流れを変えるために、従来の取組にもう一段の対策を進める必

要があるという考えから、2003（平成 15）年、家庭や地域の子育て力の低下に対応して、

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会の形成を目的とし、地方公共団

体や事業主に行動計画の策定を義務付けた「次世代育成支援対策推進法」が制定され、地域

における子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の

確保、仕事と家庭の両立等子育て支援に関する 10 年間の集中的・計画的な施策を進めるこ

とになりました。 

このように地域レベルの取組が進められる一方で、国として少子化対策に対する基本法制

定の機運が高まり、2003（平成 15）年に「少子化社会対策基本法」を制定し、総合的か

つ長期的な少子化に対処するための施策大綱を策定することを政府に義務付けました。 

 

【新しい少子化対策についての閣議決定】 

しかしながら、こうした取組にも関わらず、2005（平成 17）年には出生数、合計特殊

出生率とも過去最低を記録するなど、少子化の流れは止まらず、2006（平成 18）年、少

子化対策の抜本的な拡充、強化、転換を図るため、少子化社会対策会議において「新しい少

子化対策について」を閣議決定しました。 

「新しい少子化対策について」では、家族・地域のきずなの再生や社会全体の意識改革を
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図るための国民運動の推進とともに、子どもの成長に応じて子育て支援のニーズが変化する

ことに着目して、出産や育児の経済的負担の軽減を始め、子育て支援拠点の拡充、男女共同

参画の視点に立った関連施策の推進等、妊娠・出産から高校・大学生期に至るまでのライフ

ステージごとの子育て支援策を掲げ、より実効的な方向性を打ち出しました。 

 

【「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の取りまとめ】 

2007（平成 19）年、少子化社会対策会議の委員と有識者で構成する「子どもと家族を

応援する日本」重点戦略検討会議は、結婚や出産・子育てに関する国民の希望と現実のかい

離に注目し、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略を取りまとめ、主な内容である「仕事

と生活の調和憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を示しました。 

また、同会議は、2008（平成 20）年、希望する全ての人が保育サービスを利用できる

よう、保育所の受入児童数を始め、家庭的保育事業や放課後児童健全育成事業等の目標量を

示した「新待機児童ゼロ作戦」を発表しています。 

 

【子ども・子育てビジョンの策定】 

さらに、少子化社会対策基本法に基づく「少子化社会対策大綱」と 2009（平成 21）年

度までの実施計画に当たる「子ども・子育て応援プラン」を一体化する形として、2010（平

成 22）年に「子ども・子育てビジョン」を閣議決定し、若者の自立とたくましい子どもの

育ちなど「目指すべき社会への政策４本柱」を掲げて具体的な取組を進めることになりまし

た。 

 

【子ども・子育て関連 3 法の制定】 

その後 2012（平成 24）年には「子ども・子育て関連３法」が制定され、同法に基づき

2015（平成 27）年度から施行する「子ども・子育て支援新制度」では、これまでバラバ

ラだった給付制度、財源を一元化した、教育・保育の新しい仕組みを構築し、子どもの幼児

期の学校教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、地域における子育て支援等を柱とし

て総合的に推進していくこととしています。 

 

【子ども・子育て支援新制度の施行】 

   2012（平成 24）年に成立した「子ども・子育て関連３法」に基づく子ども・子育て支

援新制度について、2015（平成 27）年４月１日から本格施行し、少子化対策及び子ども・

子育て支援の企画立案・総合調整並びに少子化社会対策大綱の推進や子ども・子育て支援新

制度の施行をするため新たな組織である「子ども・子育て支援本部」を設置しました。 

 

 【子育て安心プランの公表】 

   25 歳から 44 歳の女性就業率の上昇や、保育の利用希望の増加が見込まれることから、

2017（平成 29）年 6 月「子育て安心プラン」を公表し、2018（平成 30）年度から 2022

（令和４）年度末までに女性就業率 80%にも対応できる約 32 万人分の保育の受け皿を整備

することとしており、2017（平成 29）年 12 月に閣議決定された「新しい経済政策パッケ
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ージ」では、これを前倒しし、2020（令和 2）年度末までに整備することとしています。 

 

【新しい経済政策パッケージの策定】 

  少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、政府は 2017（平成 29）年 12 月８日、「人

づくり改革」と「生産性革命」を車の両輪とする「新しい経済政策パッケージ」を閣議決定

しました。このうち「人づくり改革」については、幼児教育の無償化、待機児童の解消、高

等教育の無償化など、２兆円規模の政策を盛り込み、子育て世代、子どもたちに大胆に政策

資源を投入することで、社会保障制度を全世代型へと改革することとしました。また、これ

らの施策の安定財源として、2019（令和元）年 10 月に消費税 10%への引上げによる財源

を活用するとともに、子ども・子育て拠出金を 0.3 兆円増額することとしました。 
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【これまでの国の少子化対策の経緯】 

 

年　　月

1990（平成2）年 合計特殊出生率１.５７ショック（少子化傾向が注目される）

1994（平成6）年 （12月） ＋

2001（平成13）年

2002（平成14）年

200３（平成15）年

2004（平成16）年

※市町村・企業等は行動計画を策定すること

※次世代育成支援対策推進行動計画：前期

2005（平成17）年

2006（平成18）年

2007（平成19）年

2008（平成20）年

2010（平成22）年 ※次世代育成支援対策推進行動計画：後期

2012（平成24）年

2013（平成25）年 ※市町村は支援事業計画を策定すること

2015（平成27）年 ※子ども・子育て支援事業計画

2016（平成28）年

2017（平成29）年

2020（令和2）年 ※子ども・子育て支援事業計画　第2期

少子化社会対策大綱（第三次）

新しい経済政策パッケージ

子育て安心プラン

（3月）

ニッポン一億総活躍プラン

働き方改革実行計画

（12月）

（3月）

（6月）

エンゼルプラン

新エンゼルプラン

（2000～2004）

（7月）

子ども・子育て応援プラン

（7月） 待機児童ゼロ作戦

（9月） 少子化対策プラスワン

（保育中心の取組から転換）

次世代育成支援対策推進法

野田市エンゼルプラン

（12月）

（1995～1999）

1999（平成11）年

少子化対策推進基本方針

緊急保育等５か年事業

（2005～2009）

野田市新エンゼルプラン（前期計画）
初めて総人口が減少に転じる

（6月）

（2005～2014）

少子化社会対策大綱（第一次）

（1月）

（2010～2014）（3月）

少子化社会対策基本法

子ども・子育てビジョン（第二次）

（12月） 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」

（2月） 新待機児童ゼロ作戦

野田市エンゼルプラン　第5期計画

（2020～2024）

主な取組

新しい少子化対策について

野田市エンゼルプラン　第4期計画

（2015～2019）

子ども・子育て支援法改正（4月）

（6月）

（2005～2009）

野田市新エンゼルプラン（後期計画）

（2010～2015）

（8月） 子ども・子育て関連3法

待機児童解消加速化プラン（4月）
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３）千葉県の取組 

千葉県では 1996（平成 8）年２月、少子化の進行をとらえた児童の環境作りのため、「千

葉県子どもプラン」を策定し、2000（平成 12）年度、プランの全面的な見直しが行われ

ました。 

2005（平成 17）年には、「千葉県次世代育成支援行動計画」を策定し、「新たな地域像」

による子育て支援を目指して、次世代育成支援のために必要な施策に取り組んでおり、次世

代法の延長に合わせ 2024（令和 6）年まで継続して必要な施策に取り組んでいきます。 

2015（平成27）年3月には、同年４月からの「子ども・子育て支援新制度」の本格実施

に合わせ、「千葉県子ども・子育て支援事業支援計画」を策定し、待機児童の解消に向けた

保育所などの整備、ワーク・ライフ・バランスの実現、特に専門性の高い施策の推進などを

図っています。 

   2019（令和元）年度には、「千葉県子ども・子育て支援事業支援計画」を見直し、教育・

保育の無償化の円滑な実施に向けた市町村との連携や子ども・子育て支援のうち、特に専門

性の高い施策及び各市町村の区域を越えた広域的な対応が必要な施策の調整について、引き

続き対策を講じていくこととなります。 

 

４）野田市の取組 

（１）子ども・子育て支援をめぐる取組 

野田市は、2000（平成 12）年３月、「子育ての基本は家族に、子育て支援は地域ぐる

みで」を視点に『子どもが家族とともに笑顔で暮らせるまち』を基本理念に「野田市エン

ゼルプラン」を策定し、以来、プランに基づき、子育て支援に関する施策に取り組んでき

ました。 

また、プラン策定から５年を経過した 2005（平成 17）年３月には、次世代育成支援対

策推進法で策定が義務付けられた「市町村行動計画」及び、国から指定を受けた「子育て

支援総合推進モデル市町村」の事業実施計画の二つの計画を含む形の「野田市新エンゼル

プラン」として見直しを行いました。 

このプランは、民間活力の導入と多様な子育て支援を主な柱としており、未来の宝であ

る子どもの健やかな成長を、地域社会全体で育むことが、親や家庭、地域の安定と成長を

もたらすという考えのもと、前プランの基本理念を継承し、児童に関する政策の各分野を

総合的に網羅し、子どもの健全育成と子育て支援に関する施策の基本指針として策定され

ており、プランに基づき就労と子育ての両立支援、家庭養育力の向上や、子どもが安全に

安心して暮らせるため環境の整備などを積極的に進めてきたところです。 

2010（平成 22）年３月には、次世代育成支援対策推進法で策定が義務付けられている

「市町村行動計画」の後期計画を包含する形で、５年間の「野田市新エンゼルプラン後期

計画」として見直し、児童虐待防止やひとり親家庭の支援などを重点施策として取り組ん

できました。 

2015（平成 27）年３月には、子ども・子育て支援法で策定が義務付けられている「市

町村支援事業計画」を包含する形で、５年間の「野田市エンゼルプラン（第４期計画）」と

して見直し、教育・保育と子育て支援の量の見込みと確保内容を示すとともに、待機児童
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対策や妊娠期から 18 歳まで切れ目ない支援を行う「子ども支援室」の創設、児童虐待防止

やひとり親家庭の支援などを引き続き重点施策として取り組んできました。 

なお、次世代育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」の策定は任意化されたこ

とから、子ども・子育て支援法に基づく「市町村支援事業計画」に引き継ぐ形としました。 

 

（２）児童虐待防止への取組 

児童虐待への野田市の取組は早く、2000（平成 12）年の児童虐待防止法の施行後間も

なく、「野田市児童虐待防止対策連絡協議会」を立ち上げ、関係機関との連携により虐待の

未然防止及び早期発見に対応する体制を構築し、更に 2002（平成 14）年には、児童虐待

防止に子育て支援との連携の二本の柱を掲げ「野田市子育て支援・児童虐待防止総合対策

大綱」（2011（平成 23）年度一部見直し）を策定するなど、国の施策に先駆けた形で進

めました。2006（平成 18）年５月には、児童福祉法の改正を受け、連絡協議会を代表者

会議、実務者会議、個別支援会議による三層構造の「野田市要保護児童対策地域協議会」

に移行しました。 

また、2016（平成 28）年６月の児童福祉法の改正を受け、2019（令和元）年 10 月

には、児童虐待防止対策の強化として、「子ども家庭総合支援拠点」の機能を持つ子ども家

庭総合支援課を設置しました。 

 

（3）ひとり親家庭支援への取組 

ひとり親家庭の支援についても、国の「母子家庭等自立支援対策大綱」と同時期の 2002

（平成 14）年 11 月、「野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン」を策定するなど、野田

市は早くから取り組んでいます。2006（平成 18）年３月には、プランを「母子及び寡婦

福祉法に基づく自立促進計画」として改訂し、厳しい生活状態にあるひとり親家庭の自立

支援を目的に、父子家庭等支援手当制度など野田市独自の施策を進めてきたところです。 

また、2010（平成 22）年３月には、プランの第２次改訂版を策定し、ひとり親家庭

個々の状況に応じた自立支援プログラムの策定や、市の無料職業相談所と連携したひとり

親家庭向け求人情報の開拓など、きめ細かい支援に取り組んできました。 

 さらに、2015（平成 27）年３月には、プランの第３次改訂版を策定し、収入を増やす

ための転職や資格取得を希望するひとり親が多いことや子どもの最終進学目標を大学以上

としていることなどから、ひとり親家庭とその子どもの将来の自立に向けた支援に取り組

んでいます。 
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２ プラン策定の趣旨・位置付け 

1）本プラン策定の趣旨 

野田市の「子育て支援」と「子どもの健全育成」に関する施策を包括した具体的な計画で

ある野田市エンゼルプラン（第４期計画）が 2019（令和元）年度をもって終了となります。

また、当該プランが包含する子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」

の計画期間についても 2019（令和元）年度をもって終了することから、第４期計画を基本

的に踏襲し、５年間の新たなプランを策定するものです。 

 

２）本プランの位置付け 

野田市エンゼルプラン（第５期計画）は、野田市における子どもに関する施策の総合的な

計画であり、また子ども・子育て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計

画を包含する計画として位置付けます。 

各計画との関係では、「野田市総合計画」を上位計画とし、福祉分野の計画である「野田市

地域福祉計画」、「野田市障がい者基本計画」、「野田市障がい福祉計画」、「野田市障がい児福

祉計画」、「野田市シルバープラン」、「野田市健康づくり推進計画 21」、「野田市食育推進計

画」「野田市男女共同参画計画」、「人権教育・啓発に関する野田市行動計画」との整合を図る

ものとし、施策の推進に当たっては「野田市行政改革大綱」の方針に沿って進めていきます。 
 

【個別プランを別立てとする重点施策について】 

本プランには、ひとり親家庭への総合的な支援と児童虐待への対応を重点施策として位置

付けるとともに、「野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン」と「野田市子育て支援・児童虐

待防止総合対策大綱」を別立てとして策定します。 
  

【各計画の関係図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野田市エンゼルプラン 第５期計画 
（野田市子ども・子育て支援事業計画） 

野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン 
（野田市母子家庭及び父子家庭並びに寡婦自立促進計画） 

野田市子育て支援・児童虐待防止総合対策大綱 

野田市総合計画 

野田市行政改革大綱 

行革大綱の方針に沿った
形で施策を進めること 

野田市シルバープラン 

野田市健康づくり推進計画 21 
野田市食育推進計画 

野田市男女共同参画計画 

人権教育・啓発に関する野田市行動計画 

野田市障がい者基本計画・野田市障がい福祉計画 
野田市障がい児福祉計画 

野田市地域福祉計画 
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３ プランの計画期間 

プランの期間は、2020（令和２）年度から 2024（令和６）年度までの５年間とします。

エンゼルプラン全体の計画期間は 2015（平成 27）年度まででしたが、第４期計画で残りの

1 年を前倒して 2019（令和元）年度までとしました。今回、更に５年間延長し 2024（令和

６）年度までとします。計画最終年度である 2024（令和６）年度には計画全体の達成状況と

国の動向等を踏まえ、プランの見直しを行います。 

なお、計画期間の中間年度である 2022（令和４）年度に見直しを行います。 

 
 
平成 12年度 

   ～16年度 

平成 17年度 

   ～21年度 

平成 22年度 

    ～26年度 

平成 

 27年度 

平成 28年度 

～令和元年度 

令和２年度 

   ～６年度 

エンゼルプラン全体の計画期間 
 

延長する期間 

① エンゼルプラン 

初期計画期間 

② 新エンゼルプラン 

前期計画期間 

③ 新エンゼルプラン 

後期計画期間 

④ エンゼルプラン 

第４期計画期間 

⑤ エンゼルプラン 

第５期計画期間 

次世代育成支援対策推進法 

野田市行動計画期間 

子ども・子育て支援法 

野田市事業計画期間 

前期行動計画 後期行動計画 第１期計画 第２期計画 

 

 

 

 

 

４ プランの対象 

本プランに位置付ける施策は、児童福祉のみならず教育、母子保健、働き方、まちづくり等

多様な分野にわたるものであることから、行政、企業、地域、子育て支援団体等が相互に連携

し、協力し合いながら取組を進めるものです。 

そのため、本プランが対象とするものは、子育てする家庭を基本として、18 歳までの子ど

もと、行政、地域、企業等、子どもと子育てに関係する全ての関係者を含みます。 
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５ プランの推進体制 

1）関係者の連携・協働（野田市児童福祉審議会における進行管理） 

野田市児童福祉審議会は子どもと子育て支援に関係する各分野の委員で構成され、条例に

より、「野田市エンゼルプランの推進に関することを調査審議し、各般の施策を着実に実行す

るために市長に意見を述べることができる。」と規定されています。また、同審議会は、子ど

も・子育て支援法に基づく施策の推進に関し、必要な事項及び実施状況を調査審議する役割

も担っており、プラン全体の進行管理に当たります。 

 

２）地域における連携・協働体制の構築 

子育て支援を行うＮＰＯやボランティア団体、社会福祉協議会などの地域における活動は、

子育てをする家庭が発する生の声が集まる拠点でもあることから、プランを推進するに当た

り、これら地域の組織・団体等と随時連携を図ることとします。 

 

【プランの推進体制のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）プランの評価について 

プランの進捗状況を点検・評価するため、計画レベル・施策レベル・個別事業レベルにお

ける、認知度・利用度・達成度についての段階的な評価を行います。 

その際、統計データ等を可能な限り収集するとともに、利用者の視点に立った評価を行う

ため、定期的に意向調査を実施し、事業者及び利用者からの声を集めることとします。 

また、毎年度の事業の進行管理に当たっては、ＰＤＣＡサイクル【Ｐｌａｎ（計画）―   

Ｄｏ（実施・実行）－Ｃｈｅｃｋ（検証・評価）－Ａｃｔｉｏｎ（改善）】のプロセスを踏ま

えた計画の進行管理に努め、施策の総合的な評価についても取りまとめ、児童福祉審議会へ

の報告を行うこととします。 

地域 

・企業関係者 

・ＮＰＯ 

・ボランティア団体 

・社会福祉協議会 

・その他児童関係の 

組織、団体 

行政 

・野田市エンゼルプ

ランに基づく施策

の推進 

 

協
働
体
制
の
構
築
・意
見
交
換 

野田市 

児童福祉審議会 

・プランの進行管理 

 

報
告
・審
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・意
見 

委員として参加 


