
 

 

人口減少，少子高齢化が進行する一方で，グローバル化やデジタライゼーションも急速に進んでおり，ますま

す先を見通すことが難しい時代を迎えています。こうした時代を生きていく子供たちが，それぞれの家庭の経済

的事情を含め，生まれ育った環境に関わらず，現在や将来に夢を持ち，その実現に必要な資質・能力を身に付け，

一人一人の可能性を最大限高めることができる社会づくりを推進していく必要があります。

この新たなプランの名称にある「子供の未来を応援する」とは，「広島県の未来を創造する」ということであ

り，明日の広島県を支える子供た

来を切り拓いていけるよう，プランの目指す姿の実現に向けて取組を進めてまいります。
 

将来にわたって目指す社会像と目指す姿

社会の宝である子供たちを社会全体で育んでいくためには，

島県民全体がこのプランの「目指す姿」を理解して共有し，総力を挙げて取組を進めなければなりません。

そのため，

え，計画期間である５年後の「目指す姿」だけではなく，

将来にわたって目指す社会像

すべての子供たちが，成育環境の違いに関わらず，健やかに夢を育むことのできる社会の実現
 
 これを要素分解

 

特に注力する分野等

 このプランでは，

形成の基礎を培う時期である「乳幼児期」における取組と，子供の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を及

ぼす「児童虐待」の防止対策に，特に注力

 

計画期間 

令和２（２０２０）年度から令和６（２０２４）年度までの５年間
 

対  象 

妊娠期から概ね

※子供，児童の定義は法律や事業によって異なる場合があるため，目安として「概ね

 

プランの位置付け

本県の総合計画「ひろしま未来チャレンジビジョン」における子供・子育てに係る分野別計画です。

また，子ども・子育て支援法に基づく「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」，次世代育成支援対策推

進法に基づく「次世代育成支援行動計画（計画期間

さらに，「子どもの貧困対策計画」，「母子保健計画」，「社会的養育推進計画」，「ひとり親家庭等自立促進計画」

の内容も盛り込み，それぞれの計画としても位置付けます。
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的事情を含め，生まれ育った環境に関わらず，現在や将来に夢を持ち，その実現に必要な資質・能力を身に付け，

一人一人の可能性を最大限高めることができる社会づくりを推進していく必要があります。
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社会の宝である子供たちを社会全体で育んでいくためには，

島県民全体がこのプランの「目指す姿」を理解して共有し，総力を挙げて取組を進めなければなりません。

そのため，「ひろしま子供の未来応援プラン」では，プランのミッション（将来にわたって目指す社会像）に加

え，計画期間である５年後の「目指す姿」だけではなく，
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子供・子育てに係る施策を総合的に推進

形成の基礎を培う時期である「乳幼児期」における取組と，子供の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を及
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18 歳以下の全ての子供と子育て家庭及び子供を取り巻く社会の全ての構成員
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的事情を含め，生まれ育った環境に関わらず，現在や将来に夢を持ち，その実現に必要な資質・能力を身に付け，

一人一人の可能性を最大限高めることができる社会づくりを推進していく必要があります。

この新たなプランの名称にある「子供の未来を応援する」とは，「広島県の未来を創造する」ということであ

り，明日の広島県を支える子供たちが希望に満ち溢れ，自分の可能性を信じて何事にも果敢にチャレンジし，未

来を切り拓いていけるよう，プランの目指す姿の実現に向けて取組を進めてまいります。
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施策領域を設定

子供・子育てに係る施策を総合的に推進

形成の基礎を培う時期である「乳幼児期」における取組と，子供の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を及

ぼす「児童虐待」の防止対策に，特に注力していきます
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形成の基礎を培う時期である「乳幼児期」における取組と，子供の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を及

歳以下の全ての子供と子育て家庭及び子供を取り巻く社会の全ての構成員

子供，児童の定義は法律や事業によって異なる場合があるため，目安として「概ね 18 歳以下」としています

本県の総合計画「ひろしま未来チャレンジビジョン」における子供・子育てに係る分野別計画です。

また，子ども・子育て支援法に基づく「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」，次世代育成支援対策推

年）」の後期計画としても位置付けます。

さらに，「子どもの貧困対策計画」，「母子保健計画」，「社会的養育推進計画」，「ひとり親家庭等自立促進計画」

人口減少，少子高齢化が進行する一方で，グローバル化やデジタライゼーションも急速に進んでおり，ますま

す先を見通すことが難しい時代を迎えています。こうした時代を生きていく子供たちが，それぞれの家庭の経済

的事情を含め，生まれ育った環境に関わらず，現在や将来に夢を持ち，その実現に必要な資質・能力を身に付け，

一人一人の可能性を最大限高めることができる社会づくりを推進していく必要があります。 

この新たなプランの名称にある「子供の未来を応援する」とは，「広島県の未来を創造する」ということであ

ちが希望に満ち溢れ，自分の可能性を信じて何事にも果敢にチャレンジし，未

来を切り拓いていけるよう，プランの目指す姿の実現に向けて取組を進めてまいります。 

地域，子供の育ちに関わる関係者，企業など，広

島県民全体がこのプランの「目指す姿」を理解して共有し，総力を挙げて取組を進めなければなりません。

「ひろしま子供の未来応援プラン」では，プランのミッション（将来にわたって目指す社会像）に加

年先を見据えた「目指す姿」を明らかにしました。

すべての子供たちが，成育環境の違いに関わらず，健やかに夢を育むことのできる社会の実現

も記載しています

なかでも，生涯にわたる人格

形成の基礎を培う時期である「乳幼児期」における取組と，子供の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を及

歳以下の全ての子供と子育て家庭及び子供を取り巻く社会の全ての構成員 

歳以下」としています 

本県の総合計画「ひろしま未来チャレンジビジョン」における子供・子育てに係る分野別計画です。

また，子ども・子育て支援法に基づく「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」，次世代育成支援対策推

年）」の後期計画としても位置付けます。 

さらに，「子どもの貧困対策計画」，「母子保健計画」，「社会的養育推進計画」，「ひとり親家庭等自立促進計画」

人口減少，少子高齢化が進行する一方で，グローバル化やデジタライゼーションも急速に進んでおり，ますま

す先を見通すことが難しい時代を迎えています。こうした時代を生きていく子供たちが，それぞれの家庭の経済

的事情を含め，生まれ育った環境に関わらず，現在や将来に夢を持ち，その実現に必要な資質・能力を身に付け，

この新たなプランの名称にある「子供の未来を応援する」とは，「広島県の未来を創造する」ということであ

ちが希望に満ち溢れ，自分の可能性を信じて何事にも果敢にチャレンジし，未

地域，子供の育ちに関わる関係者，企業など，広

島県民全体がこのプランの「目指す姿」を理解して共有し，総力を挙げて取組を進めなければなりません。 

「ひろしま子供の未来応援プラン」では，プランのミッション（将来にわたって目指す社会像）に加

年先を見据えた「目指す姿」を明らかにしました。 

 

すべての子供たちが，成育環境の違いに関わらず，健やかに夢を育むことのできる社会の実現 

しています。 

なかでも，生涯にわたる人格

形成の基礎を培う時期である「乳幼児期」における取組と，子供の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を及

 

本県の総合計画「ひろしま未来チャレンジビジョン」における子供・子育てに係る分野別計画です。 

また，子ども・子育て支援法に基づく「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」，次世代育成支援対策推

さらに，「子どもの貧困対策計画」，「母子保健計画」，「社会的養育推進計画」，「ひとり親家庭等自立促進計画」

 

施策領域と施策の柱

次の３つの施策領域と柱に沿って

◇領域Ⅰ

【目指す
って主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる資質・能力が育成されています。
柱１ 乳幼児期の質の高い教育・保育の推進
①乳幼児期の教育・保育の充実
②家庭教育を支援する環境の整備

 

◇領域Ⅱ

【目指す
源を活かして協力し，子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り，支援などを行う環境が整っており，すべての子供と子育て
家庭が，安心して暮らし，子育てができています。
柱１ 妊娠期からの切れ目のない見守り・支援の充実
①妊娠期からの見守り・支援の仕組みづくり
②妊産婦支援・母子保健等の推進
③周産期医療体制の確保・充実
④小児救急医療体制の確保・充実

柱３ 子育てを応援する職場環境の整備

 

◇領域Ⅲ

【目指す
れて育ち，権利を擁護され，必要な支援や配慮を受けながら，安心して暮らし，自らの可能性を最大限高めることができて
います。 

柱１ 児童虐待防止対策の充実
①児童虐待防止に向けた理解促進
②こども家庭センターの機能強化
③市町の機能強化の支援

柱３ ひとり親家庭の自立支援の推進
 ①ひとり親になる前の親子支援の充実
 ②ひとり親家庭の子育てと生活への支援の充実

※網掛けをしている柱は特に注力する分野等

 

柱ごとの目指す姿

施策の

自らの行動

り県民視点

⇒ 

   
   

施策領域と施策の柱

次の３つの施策領域と柱に沿って

Ⅰ 子供たちが
す社会像】すべての子供たちに，「乳幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域などで，生涯にわた

って主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる資質・能力が育成されています。
乳幼児期の質の高い教育・保育の推進

①乳幼児期の教育・保育の充実
②家庭教育を支援する環境の整備

Ⅱ 子供たちが
す社会像】地域，保育所・幼稚園や学校，職域など，子供を取り巻く社会のすべての人たちが，それぞれの立場と資

源を活かして協力し，子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り，支援などを行う環境が整っており，すべての子供と子育て
家庭が，安心して暮らし，子育てができています。

妊娠期からの切れ目のない見守り・支援の充実
①妊娠期からの見守り・支援の仕組みづくり
②妊産婦支援・母子保健等の推進
③周産期医療体制の確保・充実
④小児救急医療体制の確保・充実

子育てを応援する職場環境の整備

Ⅲ 配慮が必要
す社会像】様々な事情により，社会的な支援の必要性が高い子供たちが，身近な大人に温かく見守られ，大事にさ

れて育ち，権利を擁護され，必要な支援や配慮を受けながら，安心して暮らし，自らの可能性を最大限高めることができて
 

児童虐待防止対策の充実
①児童虐待防止に向けた理解促進
②こども家庭センターの機能強化
③市町の機能強化の支援

ひとり親家庭の自立支援の推進
①ひとり親になる前の親子支援の充実
②ひとり親家庭の子育てと生活への支援の充実

※網掛けをしている柱は特に注力する分野等

柱ごとの目指す姿

の柱ごとの５年後

行動にもつなげてもらえるよう

県民視点でより具体的

 ５年後と 1

   ※マーカー
    ※下線部分

施策領域と施策の柱 

次の３つの施策領域と柱に沿って

たちが健やかにたくましく
すべての子供たちに，「乳幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域などで，生涯にわた

って主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる資質・能力が育成されています。
乳幼児期の質の高い教育・保育の推進

①乳幼児期の教育・保育の充実
②家庭教育を支援する環境の整備

たちが生まれ
地域，保育所・幼稚園や学校，職域など，子供を取り巻く社会のすべての人たちが，それぞれの立場と資

源を活かして協力し，子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り，支援などを行う環境が整っており，すべての子供と子育て
家庭が，安心して暮らし，子育てができています。

妊娠期からの切れ目のない見守り・支援の充実
①妊娠期からの見守り・支援の仕組みづくり
②妊産婦支援・母子保健等の推進
③周産期医療体制の確保・充実
④小児救急医療体制の確保・充実

子育てを応援する職場環境の整備

必要な子供
様々な事情により，社会的な支援の必要性が高い子供たちが，身近な大人に温かく見守られ，大事にさ

れて育ち，権利を擁護され，必要な支援や配慮を受けながら，安心して暮らし，自らの可能性を最大限高めることができて

児童虐待防止対策の充実 
①児童虐待防止に向けた理解促進
②こども家庭センターの機能強化
③市町の機能強化の支援 

ひとり親家庭の自立支援の推進
①ひとり親になる前の親子支援の充実
②ひとり親家庭の子育てと生活への支援の充実

※網掛けをしている柱は特に注力する分野等

柱ごとの目指す姿 

年後と 10 年後

にもつなげてもらえるよう

具体的に記載しています

10 年後の「目指

マーカー部分：10 年後
下線部分：県民に変化

次の３つの施策領域と柱に沿って，毎年度の施策を

やかにたくましく
すべての子供たちに，「乳幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域などで，生涯にわた

って主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる資質・能力が育成されています。
乳幼児期の質の高い教育・保育の推進

①乳幼児期の教育・保育の充実 

②家庭教育を支援する環境の整備 

まれ育つ環境 

地域，保育所・幼稚園や学校，職域など，子供を取り巻く社会のすべての人たちが，それぞれの立場と資
源を活かして協力し，子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り，支援などを行う環境が整っており，すべての子供と子育て
家庭が，安心して暮らし，子育てができています。

妊娠期からの切れ目のない見守り・支援の充実
①妊娠期からの見守り・支援の仕組みづくり
②妊産婦支援・母子保健等の推進 

③周産期医療体制の確保・充実 

④小児救急医療体制の確保・充実 

子育てを応援する職場環境の整備 

子供たちが自らの
様々な事情により，社会的な支援の必要性が高い子供たちが，身近な大人に温かく見守られ，大事にさ

れて育ち，権利を擁護され，必要な支援や配慮を受けながら，安心して暮らし，自らの可能性を最大限高めることができて

 
①児童虐待防止に向けた理解促進 

②こども家庭センターの機能強化 

ひとり親家庭の自立支援の推進 
①ひとり親になる前の親子支援の充実 

②ひとり親家庭の子育てと生活への支援の充実

※網掛けをしている柱は特に注力する分野等 

年後の「目指

にもつなげてもらえるよう，どのような

しています。

「目指す姿」

年後と５年後
変化が起きている

毎年度の施策を体系的に

やかにたくましく育ち，生
すべての子供たちに，「乳幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域などで，生涯にわた

って主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる資質・能力が育成されています。
乳幼児期の質の高い教育・保育の推進 

 

地域，保育所・幼稚園や学校，職域など，子供を取り巻く社会のすべての人たちが，それぞれの立場と資
源を活かして協力し，子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り，支援などを行う環境が整っており，すべての子供と子育て
家庭が，安心して暮らし，子育てができています。 

妊娠期からの切れ目のない見守り・支援の充実 
①妊娠期からの見守り・支援の仕組みづくり 

らの可能性
様々な事情により，社会的な支援の必要性が高い子供たちが，身近な大人に温かく見守られ，大事にさ

れて育ち，権利を擁護され，必要な支援や配慮を受けながら，安心して暮らし，自らの可能性を最大限高めることができて

②ひとり親家庭の子育てと生活への支援の充実 

 

目指す姿」については

どのような取組

。 

」は次ページ

年後の目指す姿
きている部分 

体系的に進めます。

生きていく
すべての子供たちに，「乳幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域などで，生涯にわた

って主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる資質・能力が育成されています。
柱２ 社会で活躍するために必要な資質・能力の育成
 ①主体的な学びを促す教育活動の推進
 ②生徒指導及び教育相談体制の充実
 ③キャリア教育・職業教育の推進
 ④学びのセーフティネットの構築
 ⑤運動習慣の確立
 ⑥子供の健康・生活習慣づくり

地域，保育所・幼稚園や学校，職域など，子供を取り巻く社会のすべての人たちが，それぞれの立場と資
源を活かして協力し，子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り，支援などを行う環境が整っており，すべての子供と子育て

 柱２ 子供の居場所の充実
 ①質の高い幼児教育・保育の提供体制の確保
 ②地域における放課後等の子供の居場所の充実

柱４ 子供と子育てにやさしい生活環境と安全の確保
①みんなで子育て応援の推進
②子育て住環境の整備
③子供と子育てにやさしいまちづくりの推進
④子供の防災の取組の推進
⑤子供の防犯・非行防止の取組の推進
⑥子供の交通安全の取組の推進

可能性を最大限高
様々な事情により，社会的な支援の必要性が高い子供たちが，身近な大人に温かく見守られ，大事にさ

れて育ち，権利を擁護され，必要な支援や配慮を受けながら，安心して暮らし，自らの可能性を最大限高めることができて

柱２ 社会的養育の充実・強化
 ①里親委託等の推進
 ②施設の小規模化かつ地域分散化，多機能化等
 ③社会的養育のもとで生活する子供の自立支援の推進

柱４ 障害のある子供への支援
①地域における重層的な障害児支援体制の構築
②幼保・小・中・高等学校等の支援体制の整備
③教員の専門性の向上
④特別支援学校における教育の充実

については，県民

取組でどのような

ページ以降に掲載

姿の記載が異なる

進めます。 

きていく力 

すべての子供たちに，「乳幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域などで，生涯にわた
って主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる資質・能力が育成されています。

社会で活躍するために必要な資質・能力の育成
①主体的な学びを促す教育活動の推進
②生徒指導及び教育相談体制の充実
③キャリア教育・職業教育の推進
④学びのセーフティネットの構築
⑤運動習慣の確立 

⑥子供の健康・生活習慣づくり

地域，保育所・幼稚園や学校，職域など，子供を取り巻く社会のすべての人たちが，それぞれの立場と資
源を活かして協力し，子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り，支援などを行う環境が整っており，すべての子供と子育て

子供の居場所の充実
①質の高い幼児教育・保育の提供体制の確保
②地域における放課後等の子供の居場所の充実

子供と子育てにやさしい生活環境と安全の確保
①みんなで子育て応援の推進
②子育て住環境の整備
③子供と子育てにやさしいまちづくりの推進
④子供の防災の取組の推進
⑤子供の防犯・非行防止の取組の推進
⑥子供の交通安全の取組の推進

最大限高めることができる
様々な事情により，社会的な支援の必要性が高い子供たちが，身近な大人に温かく見守られ，大事にさ

れて育ち，権利を擁護され，必要な支援や配慮を受けながら，安心して暮らし，自らの可能性を最大限高めることができて

社会的養育の充実・強化
①里親委託等の推進
②施設の小規模化かつ地域分散化，多機能化等
③社会的養育のもとで生活する子供の自立支援の推進

障害のある子供への支援
①地域における重層的な障害児支援体制の構築
②幼保・小・中・高等学校等の支援体制の整備
③教員の専門性の向上
④特別支援学校における教育の充実

県民に深く理解

でどのような変化が身

掲載 

なる部分 

すべての子供たちに，「乳幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域などで，生涯にわた
って主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる資質・能力が育成されています。

社会で活躍するために必要な資質・能力の育成
①主体的な学びを促す教育活動の推進
②生徒指導及び教育相談体制の充実
③キャリア教育・職業教育の推進
④学びのセーフティネットの構築

 

⑥子供の健康・生活習慣づくり

地域，保育所・幼稚園や学校，職域など，子供を取り巻く社会のすべての人たちが，それぞれの立場と資
源を活かして協力し，子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り，支援などを行う環境が整っており，すべての子供と子育て

子供の居場所の充実 
①質の高い幼児教育・保育の提供体制の確保
②地域における放課後等の子供の居場所の充実

子供と子育てにやさしい生活環境と安全の確保
①みんなで子育て応援の推進 

②子育て住環境の整備 

③子供と子育てにやさしいまちづくりの推進
④子供の防災の取組の推進 

⑤子供の防犯・非行防止の取組の推進
⑥子供の交通安全の取組の推進

めることができる環境
様々な事情により，社会的な支援の必要性が高い子供たちが，身近な大人に温かく見守られ，大事にさ

れて育ち，権利を擁護され，必要な支援や配慮を受けながら，安心して暮らし，自らの可能性を最大限高めることができて

社会的養育の充実・強化 
①里親委託等の推進 

②施設の小規模化かつ地域分散化，多機能化等
③社会的養育のもとで生活する子供の自立支援の推進

障害のある子供への支援 
①地域における重層的な障害児支援体制の構築
②幼保・小・中・高等学校等の支援体制の整備
③教員の専門性の向上 

④特別支援学校における教育の充実

理解してもらい

身の回りに起

すべての子供たちに，「乳幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域などで，生涯にわた
って主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる資質・能力が育成されています。

社会で活躍するために必要な資質・能力の育成
①主体的な学びを促す教育活動の推進 

②生徒指導及び教育相談体制の充実 

③キャリア教育・職業教育の推進 

④学びのセーフティネットの構築 

⑥子供の健康・生活習慣づくり 

地域，保育所・幼稚園や学校，職域など，子供を取り巻く社会のすべての人たちが，それぞれの立場と資
源を活かして協力し，子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り，支援などを行う環境が整っており，すべての子供と子育て

①質の高い幼児教育・保育の提供体制の確保
②地域における放課後等の子供の居場所の充実

子供と子育てにやさしい生活環境と安全の確保
 

③子供と子育てにやさしいまちづくりの推進

⑤子供の防犯・非行防止の取組の推進 

⑥子供の交通安全の取組の推進 

環境 

様々な事情により，社会的な支援の必要性が高い子供たちが，身近な大人に温かく見守られ，大事にさ
れて育ち，権利を擁護され，必要な支援や配慮を受けながら，安心して暮らし，自らの可能性を最大限高めることができて

 

②施設の小規模化かつ地域分散化，多機能化等
③社会的養育のもとで生活する子供の自立支援の推進

 
①地域における重層的な障害児支援体制の構築
②幼保・小・中・高等学校等の支援体制の整備

④特別支援学校における教育の充実 

してもらい，具体的にイメージして

起きるのかなど

すべての子供たちに，「乳幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域などで，生涯にわた
って主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる資質・能力が育成されています。 

社会で活躍するために必要な資質・能力の育成 

地域，保育所・幼稚園や学校，職域など，子供を取り巻く社会のすべての人たちが，それぞれの立場と資
源を活かして協力し，子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り，支援などを行う環境が整っており，すべての子供と子育て

①質の高い幼児教育・保育の提供体制の確保 

②地域における放課後等の子供の居場所の充実 

子供と子育てにやさしい生活環境と安全の確保 

③子供と子育てにやさしいまちづくりの推進 

様々な事情により，社会的な支援の必要性が高い子供たちが，身近な大人に温かく見守られ，大事にさ
れて育ち，権利を擁護され，必要な支援や配慮を受けながら，安心して暮らし，自らの可能性を最大限高めることができて

②施設の小規模化かつ地域分散化，多機能化等 

③社会的養育のもとで生活する子供の自立支援の推進

①地域における重層的な障害児支援体制の構築 

②幼保・小・中・高等学校等の支援体制の整備 

にイメージして

きるのかなど，可能な

すべての子供たちに，「乳幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域などで，生涯にわた

 

地域，保育所・幼稚園や学校，職域など，子供を取り巻く社会のすべての人たちが，それぞれの立場と資
源を活かして協力し，子供の健やかな育ちを切れ目なく見守り，支援などを行う環境が整っており，すべての子供と子育て

 

様々な事情により，社会的な支援の必要性が高い子供たちが，身近な大人に温かく見守られ，大事にさ
れて育ち，権利を擁護され，必要な支援や配慮を受けながら，安心して暮らし，自らの可能性を最大限高めることができて

③社会的養育のもとで生活する子供の自立支援の推進 

にイメージして

な限
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