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（単位：千円）

567,350

（拡） 大学生インターンシップ推進事業 19,002 産業労働部 しごと支援課

若者しごと倶楽部の設置・運営 13,640 産業労働部 しごと支援課
ふるさと人材確保応援事業 6,186 産業労働部 しごと支援課
ふるさとづくり青年隊 12,627 企画県民部 青少年課
ニート就労支援ネットワーク事業 1,354 産業労働部 しごと支援課
コミュニティ・ビジネス等総合支援事業 56,003 産業労働部 しごと支援課
ひょうご若者就労支援プログラム事業 62,031 産業労働部 しごと支援課
年長フリーター等就職支援事業 5,228 産業労働部 しごと支援課
ひょうご青少年社会貢献活動認定制度の推進 － 企画県民部 青少年課
短期職場体験就業事業 9,007 産業労働部 しごと支援課
実習・座学連携養成事業の展開   300,234 産業労働部 能力開発課
しごとツーリズムの推進                  11,250 産業労働部 能力開発課
兵庫しごとカレッジ推進会議 751 産業労働部 能力開発課
ものづくり体験館体験事業費 70,037 産業労働部 能力開発課

12,351

大学等における子育て支援拠点の整備 3,905 健康福祉部 こども政策課

キャリア教育の推進 2,219 教育委員会 義務教育課
高校生就業体験事業～インターンシップ推進プラン～ 4,927 教育委員会 高校教育課
楽農交流事業(親子農業体験教室)の実施 1,300 農政環境部 楽農生活室

4,954

（拡） 悩みを抱える妊婦等の孤立防止対策事業 4,954 健康福祉部 健康増進課

2,424,167

こどもの館の運営 123,916 企画県民部 青少年課
(新) こどもの館子育てふれあい事業 3,367 企画県民部 青少年課
(新) 市町スクールソーシャルワーカー補助事業 23,616 教育委員会 義務教育課

（拡） 体力アップひょうごサポート事業 4,927 教育委員会 体育保健課
（拡） 総合的な消費者教育の推進 10,980 企画県民部 消費生活課
（拡） スクールカウンセラー配置事業 454,968 教育委員会 義務教育課

「ひょうごっ子・ふるさと塾」事業 6,500 企画県民部 青少年課
兵庫版道徳教育副読本の配布 17,100 教育委員会 義務教育課
道徳教育推進事業の実施 6,540 教育委員会 義務教育課
地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」の推進    190,222 教育委員会 義務教育課
学校教育活動全体で行う食育の推進 6,757 教育委員会 体育保健課
県立神出学園の運営 83,317 企画県民部 青少年課
県立山の学校の運営 37,236 企画県民部 青少年課
兵庫県いじめ対応ネットワーク会議の開催 1,146 教育委員会 義務教育課
学校支援チームの設置 77,389 教育委員会 義務教育課
兵庫ひきこもり相談支援センターの運営 13,507 企画県民部 青少年課
子どもの冒険ひろば事業の推進 24,618 企画県民部 青少年課
青少年団体活動の促進助成事業 8,898 企画県民部 青少年課
子ども伝統文化わくわく体験教室 6,280 企画県民部 芸術文化課
環境体験事業の実施 91,293 教育委員会 義務教育課
自然学校の推進 391,700 教育委員会 義務教育課
「ひょうご子ども・若者応援団」の推進 － 企画県民部 青少年課
こころ豊かな人づくり500人委員育成事業の推進 3,844 企画県民部 青少年課
少年相談室（ヤングトーク）の運営 319 警察本部 生活安全部
いきいき運動部活動支援事業 15,000 教育委員会 体育保健課
私立幼稚園高校生保育体験推進事業 1,800 企画県民部 私学教育課
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Ⅰ　若者の自立支援による未来の親づくり

１　若者の経済的自立と社会参画の促進

２　ライフプラン教育の実施

３　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の推進

４　子どもの生きる力の育成
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犯罪等の被害にあった子どもの保護の促進 240 警察本部 生活安全部
いじめ等教育相談の実施      32,944 教育委員会 義務教育課
教育事務所「教育相談窓口」の設置 1,186 教育委員会 義務教育課
学級経営指導員の派遣 13,649 教育委員会 義務教育課
県立但馬やまびこの郷の運営 33,211 教育委員会 義務教育課
県立但馬やまびこの郷サテライト事業の実施 1,365 教育委員会 義務教育課
「学びの農」実践活動促進事業　　　 684 農政環境部 総合農政課
県立いえしま自然体験センターの運営        78,473 企画県民部 青少年課
ひょうご冒険教育事業（HAP）の推進 － 企画県民部 県民生活課
県民芸術劇場学校公演 36,488 企画県民部 芸術文化課
ピッコロわくわくステージ 15,725 企画県民部 芸術文化課
青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～の実施 129,510 教育委員会 義務教育課
高等学校における特色ある教育課程推進事業の実施 474,952 教育委員会 学事課
小・中学校における新学習システムの推進 － 教育委員会 学事課
社会基盤学習の実施 500 県土整備部 技術企画課

83,765

（拡） 青少年のインターネット依存防止対策の推進（消費者行政活性化事業基金） 1,275 企画県民部 青少年課
(新) インターネット利用に関する基準づくり支援事業 11,688 企画県民部 青少年課

青少年を守り育てる県民スクラム運動       897 企画県民部 青少年課
薬物乱用防止対策啓発事業 1,275 健康福祉部 薬務課
危険ドラッグ対策事業 6,773 健康福祉部 薬務課
青少年愛護条例の推進 1,210 企画県民部 青少年課
少年サポートセンターの運営 60,057 警察本部 生活安全部
青少年のインターネット等の利用対策の推進（消費者行政活性化事業基金） 590 企画県民部 青少年課

171,259

（拡） 出会い・結婚支援事業の推進 108,108 企画県民部 男女家庭課

UJIターン出会いサポート東京センター事業の推進 16,900 企画県民部 男女家庭課
(新) 結婚に伴う新生活支援事業 46,251 健康福祉部 こども政策課

482,398

(新) 不育症治療支援事業 7,750 健康福祉部 健康増進課
（拡） 特定不妊治療費助成事業 429,992 健康福祉部 健康増進課

特定不妊治療費助成事業への追加助成 42,150 健康福祉部 健康増進課
不妊専門相談事業 2,506 健康福祉部 健康増進課

15,967,906

（拡） 悩みを抱える妊婦等の孤立防止対策（再掲） (4,954) 健康福祉部 健康増進課

周産期母子医療センター運営費補助事業 202,964 健康福祉部 医務課
周産期医療協力病院支援事業 21,000 健康福祉部 医務課
産科医等育成・確保支援事業 51,600 健康福祉部 医務課
女性医師等再就業支援研修事業 7,500 健康福祉部 医務課
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 50,498 健康福祉部 健康増進課
養育支援訪問事業 23,838 健康福祉部 健康増進課
小児救急医療相談体制の整備     63,942 健康福祉部 医務課
小児慢性特定疾病医療費助成制度 435,307 健康福祉部 疾病対策課
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 435 健康福祉部 疾病対策課
食で育む元気ひょうご推進事業 1,220 健康福祉部 健康増進課
医科歯科連携による妊産婦の口腔マネジメント促進事業 2,177 健康福祉部 健康増進課
受動喫煙対策等推進事業 6,791 健康福祉部 健康増進課
県立こども病院の運営 14,864,781 病院局 経営課
周産期医療対策の強化 1,181 健康福祉部 医務課
周産期及び小児期の課題解決に向けた医療人材育成事業 2,440 健康福祉部 健康増進課
保健所保健指導機能強化事業 858 健康福祉部 健康増進課
医療と保健が連携した「養育支援ネット」の推進 － 健康福祉部 健康増進課

３　妊産婦・乳幼児に関する保健・医療体制の充実

５　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

Ⅱ　結婚・妊娠・出産への切れ目のない支援

１　出会い・結婚支援

２　不妊に悩む方への支援の充実



養育支援を必要とする家庭の市町間情報提供体制の整備事業 － 健康福祉部 健康増進課
子どもの事故防止強化 － 健康福祉部 健康増進課
市町母子保健事業への支援 － 健康福祉部 健康増進課
５歳児発達相談推進事業 － 健康福祉部 健康増進課
小児科救急対応病院群の輪番制運営費補助  103,157 健康福祉部 医務課
小児救急医療研修事業 810 健康福祉部 医務課
先天性代謝異常等検査事業 60,434 健康福祉部 健康増進課
未熟児養育医療費給付事業 66,065 健康福祉部 健康増進課
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 908 健康福祉部 疾病対策課

27,274,214

保育所等緊急整備事業（安心こども基金） 4,070,509 健康福祉部 こども政策課

認定こども園整備事業 1,205,269 健康福祉部 こども政策課
認定こども園整備等促進事業 138,350 健康福祉部 こども政策課
施設型給付費県費負担金 15,233,638 健康福祉部 こども政策課
私立幼稚園認定こども園移行推進事業 30,000 企画県民部 私学教育課
私立幼稚園認定こども園特色教育推進事業 75,000 企画県民部 私学教育課
保育体制強化事業 66,150 健康福祉部 こども政策課
賃貸物件による保育所整備事業(安心こども基金) 26,895 健康福祉部 こども政策課
私立幼稚園幼児教育センター支援事業 34,027 企画県民部 私学教育課
私立幼稚園経常費補助の実施 5,152,341 企画県民部 私学教育課
私立幼稚園預かり保育推進事業 462,770 企画県民部 私学教育課
私立幼稚園平日の預かり保育時間延長促進事業 6,000 企画県民部 私学教育課
私立幼稚園長時間等預かり保育推進事業 81,159 企画県民部 私学教育課
私立幼稚園特別な支援を要する園児の預かり保育推進事業 50,000 企画県民部 私学教育課
幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業 187,674 企画県民部 私学教育課
幼稚園就園奨励費補助の実施 － 教育委員会 義務教育課
幼稚園耐震化促進事業（安心こども基金） 451,997 健康福祉部 こども政策課
幼児教育支援事業 800 教育委員会 義務教育課
民有地マッチング調査事業 1,300 健康福祉部 こども政策課
認定こども園移行促進事業（認定こども園シンポジウムの開催） 335 健康福祉部 こども政策課

1,096,929

地域型保育給付県費負担金 1,096,929 健康福祉部 こども政策課

1,171,742

(新) 病児保育普及推進事業 2,177 健康福祉部 こども政策課

病児・病後児保育推進事業 241,587 健康福祉部 こども政策課
診療所型小規模病児保育事業 27,000 健康福祉部 こども政策課
一時預かり事業 498,564 健康福祉部 こども政策課
延長保育事業 397,446 健康福祉部 こども政策課
医療施設等施設整備事業 4,968 健康福祉部 こども政策課

1,424,674

(新) 多様な主体の参入促進・能力活用事業（新規参入施設への巡回支援） 9,599 健康福祉部 こども政策課
（拡） 尼崎21世紀の森子育て支援型公園の展開 21,000 県土整備部 公園緑地課

地域子育て支援拠点事業 526,208 健康福祉部 こども政策課
一時預かり事業（再掲） (498,564) 健康福祉部 こども政策課
利用者支援事業 118,879 健康福祉部 こども政策課
子育て短期支援事業 17,062 健康福祉部 児童課
乳幼児子育て応援事業（私立幼稚園） 211,922 企画県民部 私学教育課
わくわく幼稚園開設事業 45,560 企画県民部 私学教育課
わくわく保育所開設事業 2,506 健康福祉部 こども政策課
私立幼稚園教員子育て支援研修の実施 2,437 企画県民部 私学教育課
乳幼児子育て応援事業（民間保育所） 466,909 健康福祉部 こども政策課

Ⅲ　就学前の教育・保育と子育て支援

１　認定こども園、幼稚園、保育所の充実

２　小規模保育事業等の推進

３　セーフティネットとしての保育サービスの提供

４　すべての子育て家庭を対象とした支援の充実



幼児期における環境学習普及事業 692 農政環境部 環境政策課
ひょうご木づかい王国の展開（木製玩具・学習机の導入支援、木育キャラバンの実施） 1,900 農政環境部 林務課

1,658,538

(新) 潜在保育士復職支援研修 4,578 健康福祉部 こども政策課
(新) 認定こども園園長研修等の実施 2,547 健康福祉部 こども政策課
(新) 保育人材確保対策貸付事業費補助 1,610,000 健康福祉部 こども政策課
(新) 助産師等を活用した保育従事者の質の向上のための研修事業 800 健康福祉部 こども政策課
(新) 私立幼稚園等就職フェア（仮称）開催支援事業 1,000 企画県民部 私学教育課

（拡） 保育士・保育所支援センター開設等事業 15,003 健康福祉部 こども政策課
保育士人材確保研修事業 1,056 健康福祉部 こども政策課
保育教諭確保のための資格取得支援 11,289 健康福祉部 こども政策課
子育て支援員認定研修 8,957 健康福祉部 こども政策課
子育て支援員等の質の向上研修 3,308 健康福祉部 こども政策課

19,609,677

（拡） 多子世帯保育料軽減事業 199,000 健康福祉部 こども政策課
(新) 第２子保育料軽減事業 213,000 健康福祉部 こども政策課

乳幼児等医療費助成事業 3,509,674 健康福祉部 医療保険課
こども医療費助成事業 836,213 健康福祉部 医療保険課
私立高等学校等生徒授業料軽減補助      640,828 企画県民部 私学教育課
実費徴収に係る補足給付を行う事業 23,016 健康福祉部 こども政策課
私立高等学校等奨学給付金事業      611,451 企画県民部 私学教育課
私立高等学校等生徒の入学資金貸付事業 35,635 企画県民部 私学教育課
私立学校生徒授業料軽減臨時特別補助    3,002 企画県民部 私学教育課
私立高校修学支援事業費補助            1,239 企画県民部 私学教育課
特別児童扶養手当の支給事務費 20,559 健康福祉部 児童課
児童手当の支給 13,516,060 健康福祉部 児童課
新婚世帯・子育て世帯の県営住宅への優先入居 － 県土整備部 住宅管理課
多子世帯の県営住宅への優先入居 － 県土整備部 住宅管理課
県営住宅への三世代優先入居のモデル的実施 － 県土整備部 住宅管理課

412,828

（拡） 中小企業育児・介護代替要員確保支援事業 200,000 産業労働部 労政福祉課

ひょうご仕事と生活センター事業 164,593 産業労働部 労政福祉課
新規就農総合対策事業 3,235 農政環境部 農業経営課
労働環境対策事業 45,000 産業労働部 労政福祉課

620,235

(新) 主婦のインターンシップ等推進事業 3,000 産業労働部 しごと支援課

女性就業いきいき応援事業 5,615 産業労働部 しごと支援課
女性起業家支援事業 31,106 産業労働部 新産業課
病院内保育所運営費補助 380,354 健康福祉部 医務課
育児・介護等離職者再就職準備支援事業 9,324 産業労働部 しごと支援課
ひょうご女性の活躍推進事業 33,564 企画県民部 男女家庭課
女性の就業サポート事業 18,046 企画県民部 男女家庭課
県立男女共同参画センターの運営    63,127 企画県民部 男女家庭課
男女共同参画推進員活動支援 1,099 企画県民部 男女家庭課
中小企業育児・介護等離職者雇用助成事業 75,000 産業労働部 労政福祉課

1,499

父親の子育て参画推進事業 1,325 企画県民部 男女家庭課

「お父さんプロジェクト」推進事業 174 企画県民部 男女家庭課

５　保育人材の確保

６　子育て家庭への経済的支援

Ⅳ　子育てと両立できる働き方の実現

１　ワーク・ライフ・バランス（WLB）の推進

２　女性の多様な働き方支援

３　男性の家事・育児参画の促進



2,889,465

(新) 放課後児童クラブ充実支援事業 26,000 健康福祉部 こども政策課
（拡） 放課後児童クラブ整備費補助事業 570,158 健康福祉部 こども政策課

ひょうご放課後プラン推進事業（児童クラブ型） 2,224,273 健康福祉部 こども政策課
放課後児童支援員認定資格研修事業 15,392 健康福祉部 こども政策課
「スポーツ立県ひょうご」創出プロジェクト事業 2,927 教育委員会 スポーツ振興課

県民交流広場事業の展開 50,165 企画県民部 県民生活課
博物館等無料開放事業 550 教育委員会 社会教育課

744,564

(新) 地域祖父母育成モデル事業 6,360 企画県民部 男女家庭課
(新) ひょうご子育て応援の店事業 6,407 企画県民部 男女家庭課
(新) 学校・家庭・地域の連携協力推進事業 110,073 教育委員会 社会教育課
(新) 家庭教育支援モデル事業 850 教育委員会 社会教育課

「まちの保健室」による健康づくり推進事業 17,847 健康福祉部 健康増進課
まちの子育てひろば事業の推進 20,518 企画県民部 男女家庭課
地域子育て支援拠点事業（再掲） (526,208) 健康福祉部 こども政策課
子育て応援企業との協定締結事業 516 企画県民部 男女家庭課
子育て応援協定団体等との協働事業 3,886 企画県民部 男女家庭課
ファミリー・サポート・センター事業費補助事業 65,887 健康福祉部 こども政策課
子育てほっとステーション設置事業 8,000 企画県民部 男女家庭課
民間児童厚生施設の活動推進事業費補助 4,632 企画県民部 青少年課
地域子育て力アップ事業 1,055 企画県民部 男女家庭課
母親クラブ活動の育成支援 1,782 企画県民部 男女家庭課
老人ｸﾗﾌﾞ活動強化推進事業 130,986 健康福祉部 高齢対策課
商店街支援事業（商店街コミュニティ機能強化応援事業） 15,000 産業労働部 経営商業課
ひょうごボランタリープラザの運営 48,625 企画県民部 県民生活課
ボランタリー基金助成事業 125,000 企画県民部 県民生活課
健康づくり声かけ運動推進事業 1,658 健康福祉部 健康増進課
家庭や地域の子育て力を高める支援活動（こどもの館事業費） 3,096 企画県民部 青少年課
子育て家庭応援テレビ番組「子育て情報ランド」の制作・放送 8,664 企画県民部 男女家庭課
エコツーリズムバス運行支援事業 7,575 農政環境部 環境政策課
勤労者ボランティアの推進 800 産業労働部 労政福祉課
児童委員・主任児童委員活動の推進 151,442 健康福祉部 児童課

(新) 大学等における子育て支援拠点の整備 3,905 健康福祉部 こども政策課

2,438

ひょうご家庭応援県民運動の推進 417 企画県民部 男女家庭課

地域・家庭の伝統行事普及推進事業 1,010 企画県民部 男女家庭課
子育て世代向け陶芸ワークショップ 272 企画県民部 芸術文化課
兵庫県雇用対策三者会議の開催 739 産業労働部 労政福祉課

554,560

(新) 情報モラル教育推進事業 484 教育委員会 教育企画課
（拡） 防犯カメラ設置補助事業 40,000 企画県民部 地域安全課

子育て応援ネットの推進 8,543 企画県民部 男女家庭課
ひょうご地域安全SOSキャッチ事業 7,176 企画県民部 地域安全課
みんなの声かけ運動の推進 3,797 健康福祉部 障害者支援課
地域安全まちづくり推進員設置事業 1,492 企画県民部 地域安全課
学童等の交通安全教育事業  926 企画県民部 交通安全室
公共交通バリアフリー化促進事業 60,019 県土整備部 都市政策課
地域で守る！子どもの安全安心確保事業 5,759 企画県民部 地域安全課
ユニバーサル社会づくり推進地区整備事業 12,367 県土整備部 都市政策課
人生80年いきいき住宅助成事業 359,163 県土整備部 都市政策課
ひょうご住まいサポートセンターの運営 27,193 県土整備部 住宅政策課
長期優良住宅建築等計画認定等事業 7,479 県土整備部 住宅政策課

１　放課後等の居場所づくり

２　地域ぐるみの子育て支援の充実

３　家庭の役割やきずなを深めることの大切さの機運醸成

４　安全・安心な子育て環境整備

Ⅴ　子育て家庭を支える地域社会づくり



ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ・ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ着用啓発事業 1,602 企画県民部 交通安全室
通学路対策等における信号機、横断歩道等の整備 18,560 警察本部 交通部

(新) 交通安全かわら版の発出 － 警察本部 交通部
ひょうご木づかい王国学校の運営 － 農政環境部 林務課
ひょうご木づかい王国学校の運営 － 農政環境部 林務課

379,994

(新) DV家庭における被虐待児等への対応力強化事業 500 健康福祉部 児童課
(新) 児童養護施設の専門力による地域の子育てママ支援 4,800 健康福祉部 児童課

児童虐待等対応専門アドバイザー設置事業 2,142 健康福祉部 児童課
こども家庭センター職員支援技能向上事業 2,855 健康福祉部 児童課
要保護児童支援者対応力向上事業 13,292 健康福祉部 児童課
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 14,258 健康福祉部 児童課
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）（再掲） (50,498) 健康福祉部 健康増進課
養育支援訪問事業（再掲） (23,838) 健康福祉部 健康増進課
子育て短期支援事業（再掲） (17,062) 健康福祉部 児童課
親子関係等再構築支援事業 19,181 健康福祉部 児童課
こども家庭センターの運営 225,415 健康福祉部 児童課
児童虐待防止24時間ホットライン設置運営事業                10,356 健康福祉部 児童課
こども家庭センター一時保護生活改善指導事業 4,323 健康福祉部 児童課
県警察との連携による子どもの安全確保事業 11,403 健康福祉部 児童課
関係機関連携強化事業 11,667 健康福祉部 児童課
児童家庭支援センターの運営補助 55,638 健康福祉部 児童課
ひょうご児童虐待防止サポーター事業 4,164 健康福祉部 児童課

7,127,528

(新) 里親・特別養子縁組制度の推進事業 6,200 健康福祉部 児童課
(新)  児童養護施設や里親の下で育つ子ども応援プロジェクト～自立を目指す子どもたちの未来のために～ 5,000 健康福祉部 児童課
(新) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費補助 350,000 健康福祉部 児童課

里親制度の推進事業                 2,418 健康福祉部 児童課
家庭養護普及啓発推進事業 11,888 健康福祉部 児童課
児童養護施設整備費補助 624,248 健康福祉部 児童課
社会的養護の充実 1,040 健康福祉部 児童課
里親・養子縁組相談支援事業 1,466 健康福祉部 児童課
養育里親更新研修事業 652 健康福祉部 児童課
社会的養護施設の運営支援（児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院等） 5,706,754 健康福祉部 児童課
県立施設の運営(清水が丘学園、明石学園） 417,762 健康福祉部 児童課
施設入所児童集団行事の実施           100 健康福祉部 児童課

209,223

ＤＶ防止対策の充実 5,758 健康福祉部 児童課
配偶者等からの暴力(DV)対策の推進(民間施設等におけるDV被害者等の一時保護含む) 201,243 健康福祉部 児童課
女性家庭センター安全対策強化事業 2,222 健康福祉部 児童課
ＤＶ被害相談の啓発 － 警察本部 生活安全部

12,671,399

(新) 生活困窮者世帯の子どもを地域で支援 14,062 健康福祉部 生活支援課
(新) ｢子ども食堂｣応援プロジェクト～貧困の子どもたちに温かいごはんを～ 3,000 健康福祉部 生活支援課

（拡） 奨学のための給付金事業 1,160,373 教育委員会 財務課
高等学校等就学支援事業 10,123,997 教育委員会 財務課
特別支援学校就学奨励費 551,734 教育委員会 財務課
私立高等学校等奨学給付金事業（再掲） (611,451) 企画県民部 私学教育課
私立高等学校等生徒の入学資金貸付事業（再掲） (35,635) 企画県民部 私学教育課
生活困窮者自立相談支援事業 11,504 健康福祉部 生活支援課
生活困窮者就労準備支援事業 11,054 健康福祉部 生活支援課
被保護者就労支援事業 15,207 健康福祉部 生活支援課

Ⅵ　特別な支援が必要な子どもや家庭への支援

１　児童虐待防止対策の充実

２　社会的養護体制の充実

３　配偶者等からの暴力（DV）対策

４　子どもの貧困対策



住居確保給付金 792 健康福祉部 生活支援課
高等学校奨学資金貸与事業 779,676 教育委員会 財務課
私立高等学校等生徒授業料軽減補助 （再掲）     (640,828) 企画県民部 私学教育課
私立学校生徒授業料軽減臨時特別補助（再掲） (3,002) 企画県民部 私学教育課
私立高校修学支援事業費補助（再掲） (1,239) 企画県民部 私学教育課
県立大学の入学料・授業料減免 － 企画県民部 大学課

1,935,443

(新) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費補助 410,000 健康福祉部 児童課
（拡） ひとり親家庭就業支援事業 14,093 健康福祉部 児童課
（拡） 児童扶養手当の支給                     802,878 健康福祉部 児童課

ひとり親家庭交流支援事業 359 健康福祉部 児童課
母子等特別相談事業 1,897 健康福祉部 児童課
母子家庭等医療費給付事業 504,880 健康福祉部 医療保険課
母子父子寡婦福祉資金の貸付 200,000 健康福祉部 児童課
母子・父子自立支援員による相談指導 481 健康福祉部 児童課
母子家庭等日常生活支援事業            855 健康福祉部 児童課

5,395,094

(新) 障害児等職業体験事業 6,800 健康福祉部 障害者支援課

インクルーシブ教育システム推進事業 69,356 教育委員会 特別支援教育課

キャリア教育・就労支援推進事業 18,732 教育委員会 特別支援教育課

特別支援学校と高等学校との交流及び共同学習実施事業 1,122 教育委員会 特別支援教育課

多様な主体の参入促進事業（認定こども園特別支援教育・保育経費） 23,073 健康福祉部 こども政策課
重症心身障害児指導費交付金 185,063 健康福祉部 障害者支援課
県立こども発達支援センター運営事業 26,024 健康福祉部 障害福祉課
すべての教職員のためのインクルーシブ教育システム構築研修 560 教育委員会 特別支援教育課

私立幼稚園特別支援教育推進事業 241,159 企画県民部 私学教育課
学校生活支援教員配置事業 － 教育委員会 特別支援教育課

特別支援教育センターの運営 12,011 教育委員会 特別支援教育課

特別支援学校交流・体験チャレンジ事業 6,900 教育委員会 特別支援教育課

インクルーシブ教育システム構築に向けた市町支援 12,936 教育委員会 特別支援教育課

総合リハ中央病院小児リハ病棟運営費 68,532 病院局 経営課
育成医療費の給付 18,534 健康福祉部 障害福祉課
こども家庭センター療育相談指導事業 490 健康福祉部 障害福祉課
障害児等療育支援事業 83,844 健康福祉部 障害福祉課
重度心身障害者(児)介護手当の支給      30,150 健康福祉部 障害福祉課
障害児福祉手当の支給       26,064 健康福祉部 障害福祉課
軽・中度難聴児支援対策事業 5,181 健康福祉部 障害福祉課
在宅重症心身障害児（者）訪問看護支援 3,639 健康福祉部 障害福祉課
総合リハ障害児入所施設運営 123,851 健康福祉部 社会福祉課
障害児施設措置費 4,332,776 健康福祉部 障害者支援課
障害の多様化に対応するための指導体制充実事業 11,600 教育委員会 特別支援教育課

子どもの心の診療ネットワーク事業 714 健康福祉部 児童課
発達障害者支援センターの運営 84,808 健康福祉部 障害福祉課
ＬＤ、ＡＤＨＤ等に関する相談・支援事業 1,175 教育委員会 特別支援教育課

118,744

(新) 外国人児童生徒のための学習支援事業 16,637 教育委員会 高校教育課・人権教育課

子ども多文化共生教育支援事業 102,107 教育委員会 人権教育課
外国人児童生徒の居場所づくり事業 － 産業労働部 国際交流課
外国人児童生徒への日本語学習支援者の育成 － 産業労働部 国際交流課
母語教育支援研修会開催事業 － 産業労働部 国際交流課

７　外国人児童生徒への支援

５　ひとり親家庭等の自立促進

６　障害児施策の充実

企画県民部 8,954,686
健康福祉部 64,478,535
　うちこども局所管分 52,511,758
産業労働部 1,104,900
農政環境部 15,386
県土整備部 487,721
病院局 14,933,313
教育委員会 14,959,221
警察本部 79,176
総計 105,012,938
うちこども局所管分 52,511,758

【参考】

H27当初予算 93,651,776円
（うちこども局所管分49,184,355円）

←昨年度比：12.1％増
←昨年度比：6.8％増


