
推進方策
H30当初予算
（単位:千円）

516,794

若者しごと倶楽部運営事業 8,109 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の実施 49,255 産業労働部 しごと支援課

(新) 第２新卒者県内企業就職促進事業 7,563 産業労働部 しごと支援課
ふるさとづくり青年隊 12,592 企画県民部 青少年課
ニート就労支援ネットワーク事業 1,337 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 45,957 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 5,016 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 8,964 産業労働部 しごと支援課
実習・座学連携養成事業の展開   300,175 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 610 産業労働部 能力開発課
ものづくり体験館体験事業費 65,966 産業労働部 能力開発課

11,412

女子学生のための就活支援事業 1,520 産業労働部 しごと支援課
プロから学ぶ創造力育成事業 4,350 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～ 3,942 教育委員会 高校教育課
楽農交流事業(親子農業体験教室【稲作・黒大豆栽培】)の実施 1,600 農政環境部 楽農生活室

2,512

悩みを抱える妊婦等の孤立防止対策事業 555 健康福祉部 健康増進課
（拡） 学校教育活動全体で行う食育の推進 957 教育委員会 体育保健課

がん教育総合支援事業 1,000 教育委員会 体育保健課

2,561,776

（拡） こどもの館の運営 125,656 企画県民部 青少年課
こどもの館子育てふれあい体験事業 3,247 企画県民部 青少年課

(新) 幼少の円滑な接続推進事業 1,000 教育委員会 義務教育課
（拡） 消費者教育の総合的・体系的推進 17,979 企画県民部 消費生活課

「ひょうごっ子・ふるさと塾」事業 9,108 企画県民部 青少年課
子どもの冒険ひろば事業の推進 24,442 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

(新) 特別活動を要としたキャリア教育の充実 1,809 教育委員会 義務教育課
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

（拡） 道徳教育推進事業 8,527 教育委員会 義務教育課
（拡） 子ども伝統文化わくわく体験教室 8,400 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
環境体験事業 89,886 教育委員会 義務教育課
自然学校の推進 355,466 教育委員会 義務教育課

(新) 自然学校活動プログラムの充実 1,011 教育委員会 義務教育課
青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～ 129,199 教育委員会 義務教育課
地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」の実施 187,159 教育委員会 義務教育課
ふるさと貢献活動の実施 31,260 教育委員会 義務教育課・高校教育課

(新) ひょうごのふるさと魅力発見副読本の作成 15,681 教育委員会 義務教育課
県立神出学園の運営 88,650 企画県民部 青少年課
県立山の学校の運営 40,718 企画県民部 青少年課

（拡） 兵庫ひきこもり相談支援センターの運営 13,804 企画県民部 青少年課
いじめ防止対策の推進 1,841 教育委員会 義務教育課・高校教育課

（拡） スクールカウンセラー配置事業 465,983 教育委員会 義務教育課
学校支援チームの設置 78,089 教育委員会 義務教育課
いじめ等教育相談の実施      36,234 教育委員会 義務教育課
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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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(新) SNSを活用した教育相談体制構築事業 10,000 教育委員会 義務教育課
（拡） 市町スクールソーシャルワーカー配置補助事業 45,920 教育委員会 義務教育課

体力アップひょうごサポート事業 5,687 教育委員会 体育保健課
(新) 部活動指導員配置促進事業 28,224 教育委員会 体育保健課

尼崎21世紀の森子育て支援型公園の展開 18,900 県土整備部 公園緑地課
「ひょうご子ども・若者応援団」の推進 － 企画県民部 青少年課
少年相談室（ヤングトーク）の運営 244 警察本部 生活安全部
運動部活動活性化推進事業 8,244 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
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
学級経営指導員の派遣 13,767 教育委員会 義務教育課
県立但馬やまびこの郷の運営 33,053 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　　　 488 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        86,745 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 50,738 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
高等学校における特色ある教育課程推進事業の実施 463,764 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 － 県土整備部 技術企画課

84,607

（拡） 青少年愛護条例改正に伴う取組の強化 16,868 企画県民部 青少年課
情報モラル教育推進事業 167 教育委員会 教育企画課
青少年を守り育てる県民スクラム運動       806 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 5,227 健康福祉部 薬務課
青少年愛護条例の推進 836 企画県民部 青少年課
少年サポートセンターの運営 59,428 警察本部 生活安全部

176,238

（拡） 出会い・結婚支援事業の推進 100,706 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 15,532 企画県民部 男女家庭課
結婚に伴う新生活の支援 60,000 健康福祉部 こども政策課

487,906

特定不妊治療費助成事業 461,476 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 16,465 健康福祉部 健康増進課
不妊専門相談事業 2,215 健康福祉部 健康増進課
不育症の治療支援 7,750 健康福祉部 健康増進課

14,812,767

（拡） 利用者支援事業（子育て世代包括支援センター） 237,651 健康福祉部 こども政策課
妊娠・出産包括支援推進事業 360 健康福祉部 健康増進課
悩みを抱える妊婦等の孤立防止対策 1,788 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 245,464 健康福祉部 医務課
周産期医療協力病院支援事業 6,000 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事業 3,000 健康福祉部 医務課
地域の出産を支える助産師の資質向上 6,904 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） 54,827 健康福祉部 健康増進課
養育支援訪問事業 28,259 健康福祉部 健康増進課

（拡） 小児救急医療相談体制の整備     92,519 健康福祉部 医務課
小児慢性特定疾病医療費 385,976 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 402 健康福祉部 疾病対策課
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 1,685 健康福祉部 健康増進課
受動喫煙対策等推進事業 5,848 健康福祉部 健康増進課
食で育む元気ひょうご推進事業 1,199 健康福祉部 健康増進課
県立こども病院の運営 13,450,659 病院局 経営課
周産期医療対策の強化 462 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 2,400 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
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保健所保健指導機能強化事業 694 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
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  106,311 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 62,242 健康福祉部 健康増進課
未熟児養育医療費給付事業 64,842 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 865 健康福祉部 疾病対策課

29,003,630

保育所等緊急整備事業 2,153,610 健康福祉部 こども政策課
賃貸物件による保育所整備支援事業 16,000 健康福祉部 こども政策課
保育定員の拡大に伴う保育環境改善事業 20,000 健康福祉部 こども政策課

(新) 保育所等用地取得資金利子補助事業 8,135 健康福祉部 こども政策課
認定こども園整備事業 1,080,747 健康福祉部 こども政策課
認定こども園整備等促進事業 97,650 健康福祉部 こども政策課
認定こども園の適正な運営の推進 5,460 健康福祉部 こども政策課
子どものための教育・保育給付費県費負担金 19,756,355 健康福祉部 こども政策課
私立幼稚園の認定こども園への移行推進事業 5,000 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 47,686 健康福祉部 こども政策課
認定こども園・保育所等ホットライン（再掲） (3,273) 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) 19,760 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
私立学校経常費補助の実施（幼稚園分） 4,516,009 企画県民部 私学教育課
私立幼稚園預かり保育推進事業 補助 498,310 企画県民部 私学教育課
私立幼稚園預かり保育時間延長促進事業 5,700 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 72,894 企画県民部 私学教育課
私立幼稚園等預かり保育特別支援推進事業 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 227,303 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
幼稚園耐震化整備事業（認定こども園施設整備交付金事業） 313,581 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） 403 健康福祉部 こども政策課

子どものための教育・保育給付費県費負担金（再掲） (19,756,355) 健康福祉部 こども政策課

1,353,527

（拡） 病児・病後児保育推進事業 285,954 健康福祉部 こども政策課
病児・病後児保育施設整備費補助 12,234 健康福祉部 こども政策課
診療所型小規模病児保育事業 13,500 健康福祉部 こども政策課

（拡） 一時預かり事業 649,856 健康福祉部 こども政策課
延長保育事業 381,033 健康福祉部 こども政策課

(新) 延長保育充実支援事業 10,950 健康福祉部 こども政策課

1,315,715

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） 7,596 健康福祉部 こども政策課
（拡） 地域子育て支援拠点事業 539,176 健康福祉部 こども政策課
（拡） 一時預かり事業（再掲） (649,856) 健康福祉部 こども政策課
（拡） 利用者支援事業（再掲） (237,651) 健康福祉部 こども政策課

子育て短期支援事業 15,653 健康福祉部 児童課
私立幼稚園乳幼児子育て応援事業 211,922 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） 488,813 健康福祉部 こども政策課
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
私立幼稚園等教員子育て支援研修事業 2,437 企画県民部 私学教育課

（拡） 幼児期の環境学習ネットワーク化推進事業 932 農政環境部 環境政策課
暮らしの中に木材を取り入れる運動推進事業（木製学習机の導入支援、木育キャラバンの実施） 1,120 農政環境部 林務課

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
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170,751

保育士キャリアアップ研修事業 7,836 健康福祉部 こども政策課
(新) 保育の質向上のための処遇改善（民間社会福祉施設運営支援事業の拡充） 27,280 健康福祉部 こども政策課

潜在保育士復職支援研修 4,092 健康福祉部 こども政策課
認定こども園園長研修等の実施（再掲） (2,239) 健康福祉部 こども政策課
保育人材確保対策貸付事業費補助 － 健康福祉部 こども政策課
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 500 健康福祉部 こども政策課
私立幼稚園教員確保支援事業 26,220 企画県民部 私学教育課

(新) 私立幼稚園子育て支援カウンセラー事業 24,750 企画県民部 私学教育課
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
特色ある保育の推進 2,268 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 15,426 健康福祉部 こども政策課
子育て支援員認定等研修 11,925 健康福祉部 こども政策課
保育士資格登録事務事業 16,522 健康福祉部 こども政策課
公立幼保連携型認定こども園の新規採用教員研修 14,618 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 3,255 健康福祉部 こども政策課

17,758,620

（拡） ひょうご保育料軽減事業 550,233 健康福祉部 こども政策課
乳幼児等医療費助成事業 3,108,514 健康福祉部 医療保険課
こども医療費助成事業 927,834 健康福祉部 医療保険課
実費徴収に係る補足給付を行う事業 11,195 健康福祉部 こども政策課
特別児童扶養手当の支給事務費 20,712 健康福祉部 児童課
児童手当の支給 13,140,132 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実施 － 県土整備部 住宅管理課

471,312

（拡） 中小企業育児・介護代替要員の確保 200,000 産業労働部 労政福祉課
（拡） ひょうご仕事と生活センター事業 223,297 産業労働部 労政福祉課

新規就農総合対策事業 3,015 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

580,005

女性の就業サポート事業 18,085 企画県民部 男女家庭課
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
産休等代替職員補助事業 9,146 健康福祉部 こども政策課
育児・介護等離職者再就職準備支援事業 9,298 産業労働部 しごと支援課

（拡） ひょうご女性の活躍推進事業 32,548 企画県民部 男女家庭課
病院内保育所運営費補助 361,079 健康福祉部 医務課
女性起業家支援事業 66,000 産業労働部 新産業課
県立男女共同参画センターの運営    77,300 企画県民部 男女家庭課
男女共同参画推進員活動支援 934 企画県民部 男女家庭課

3,445

（拡） 父親の子育て参画推進事業 3,445 企画県民部 男女家庭課

3,441,477

放課後児童クラブ整備費補助事業 383,509 健康福祉部 こども政策課
（拡） ひょうご放課後プランの推進 3,025,182 健康福祉部・教育委員会 こども政策課・社会教育課

(新) 放課後児童クラブ開設時間延長支援事業 13,568 健康福祉部 こども政策課
放課後児童支援員等研修事業 15,319 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 2,921 教育委員会 スポーツ振興課

博物館等無料開放事業 978 教育委員会 社会教育課

Ⅴ　子育て家庭を支える地域社会づくり

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

１　放課後等の居場所づくり
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662,620

（拡） 地域祖父母モデル事業 9,409 企画県民部 男女家庭課
シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業 3,000 企画県民部 男女家庭課
まちの子育てひろば事業 3,472 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 76,306 健康福祉部 こども政策課

（拡） 地域子育て支援拠点事業（再掲） (539,176) 健康福祉部 こども政策課
ひょうご子育て応援の店（子育て支援パスポート）の普及促進 3,288 企画県民部 男女家庭課
学校・家庭・地域の連携協力推進事業 103,584 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
子育て応援企業との協定締結事業 247 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 1,425 企画県民部 男女家庭課
子育てほっとステーション設置事業 9,000 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 3,409 企画県民部 青少年課
母親クラブ活動の育成支援 1,507 企画県民部 男女家庭課
老人クラブ活動強化推進事業 95,878 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 41,130 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） 2,034 企画県民部 青少年課
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
児童委員・主任児童委員活動の推進 141,851 健康福祉部 児童課

26,664

(新) 「ひょうご子ども・子育て未来プラン」の改定 3,247 健康福祉部 こども政策課
ひょうご家庭応援県民運動の推進 1,404 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
ひょうご孫ギフトプロジェクト 20,000 健康福祉部 こども政策課
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 731 産業労働部 労政福祉課

987,175

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 8,179 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 6,523 企画県民部 地域安全課
みんなの声かけ運動の推進・充実強化 7,260 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 1,589 企画県民部 地域安全課
学童等の交通安全教室の開催  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 207,000 県土整備部 都市政策課
鉄道駅舎ホームドア設置促進事業 221,966 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 2,395 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

(新) 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居促進 6,894 県土整備部 住宅政策課
人生いきいき住宅助成事業 345,265 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 27,018 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 8,014 県土整備部 住宅政策課

（拡） 空き家活用支援事業 91,779 県土整備部 住宅政策課
通学路対策等における信号機、横断歩道等の整備 － 警察本部 交通部
交通安全かわら版の発出 － 警察本部 交通部

802,930

児童虐待防止医療ネットワークの推進 2,665 健康福祉部 児童課
児童虐待等対応専門アドバイザーの設置・運営 3,451 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
DV家庭における被虐待児等への対応力強化事業 419 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 4,546 健康福祉部 児童課
要保護児童支援者対応力向上事業 13,441 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 20,679 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） (54,827) 健康福祉部 健康増進課
養育支援訪問事業（再掲） (28,259) 健康福祉部 健康増進課
子育て短期支援事業（再掲） (15,653) 健康福祉部 児童課

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

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
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児童家庭支援センター運営費補助事業 57,348 健康福祉部 児童課
親子関係等再構築支援事業 21,530 健康福祉部 児童課

(新) 乳児院における児童虐待対応力の強化事業 10,673 健康福祉部 児童課
(新) 川西こども家庭センターの移転事業 370,777 健康福祉部 児童課

こども家庭センターの運営 251,717 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                10,501 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 4,371 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 11,554 健康福祉部 児童課
関係機関連携強化事業 15,094 健康福祉部 児童課

7,138,841

里親・特別養子縁組制度の推進 2,864 健康福祉部 児童課
（拡）  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～ 7,000 健康福祉部 児童課

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 － 健康福祉部 児童課
里親制度の推進事業                 2,471 健康福祉部 児童課
家庭養護普及啓発推進事業 11,975 健康福祉部 児童課
児童養護施設整備費補助事業 409,910 健康福祉部 児童課

（拡） 里親登録者研修事業 1,533 健康福祉部 児童課
(新) 全国児童自立支援施設職員研修の実施 1,500 健康福祉部 児童課
(新) 兵庫県家庭的養護推進計画の改定 262 健康福祉部 児童課

児童養護施設等におけるICT化推進事業 63,000 健康福祉部 児童課
社会的養護の充実 591 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
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） 6,221,609 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） 414,560 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

207,000

（拡） ＤＶ防止対策の充実 8,975 健康福祉部 児童課
配偶者等からの暴力(DV)対策の推進 195,777 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
女性家庭センター安全対策強化事業 2,248 健康福祉部 児童課

18,697,108

生活困窮者世帯の子どもを地域で支援 14,674 健康福祉部 生活支援課
｢子ども食堂｣の立ち上げ支援 3,000 健康福祉部 生活支援課
生活困窮者住居確保給付金 570 健康福祉部 生活支援課
生活困窮者自立相談支援事業 13,865 健康福祉部 生活支援課
生活困窮者就労準備支援事業 7,118 健康福祉部 生活支援課
被保護者就労支援事業 14,963 健康福祉部 生活支援課
高等学校等就学支援事業（教育委員会） 9,934,596 教育委員会 財務課
私立高等学校等就学支援事業 4,702,295 企画県民部 私学教育課

（拡） 国公立高等学校における奨学のための給付金の支給 1,272,115 教育委員会 財務課
高等学校奨学資金貸与事業 632,347 教育委員会 財務課

（拡） 私立高等学校等生徒授業料軽減補助      856,332 企画県民部 私学教育課
私立高等学校等奨学給付金事業 554,994 企画県民部 私学教育課
私立高等学校等入学資金貸付事業 32,841 企画県民部 私学教育課
私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業 85,400 企画県民部 私学教育課
特別支援学校就学奨励費 568,693 教育委員会 財務課
私立学校生徒授業料軽減臨時特別補助    2,109 企画県民部 私学教育課
私立高等学校修学支援事業費補助            1,196 企画県民部 私学教育課
私立高等学校等生徒授業料軽減補助 （再掲）     (856,332) 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） (2,109) 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） (1,196) 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

1,403,666

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 － 健康福祉部 児童課
母子家庭等医療費給付の実施 360,138 健康福祉部 医療保険課
ひとり親家庭の就業支援 17,165 健康福祉部 児童課
児童扶養手当の支給                     822,607 健康福祉部 児童課
ひとり親家庭交流支援事業 316 健康福祉部 児童課
母子等特別相談事業 1,871 健康福祉部 児童課
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 410 健康福祉部 児童課

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

５　ひとり親家庭等の自立促進
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母子家庭等日常生活支援事業            1,159 健康福祉部 児童課

6,628,448

障害児等職業体験事業 6,770 健康福祉部 障害者支援課
多様な主体の参入促進事業（特別支援） 15,281 健康福祉部 こども政策課
重症心身障害児等指導費交付金 175,400 健康福祉部 障害者支援課
県立こども発達支援センターの運営 25,911 健康福祉部 障害福祉課

（拡） 医療的ケア児に対する支援体制の構築 3,579 健康福祉部 障害者支援課
(新) 医療的ケア児等医療提供体制確保事業 16,425 健康福祉部 障害福祉課

みんなの声かけ運動の推進・充実強化（再掲） (7,260) 健康福祉部 障害者支援課
特別支援学校医療的サポート推進事業 75,435 教育委員会 特別支援教育課

（拡） 特別支援学校におけるキャリア教育の推進 12,141 教育委員会 特別支援教育課

(新) 高等特別支援学校スクールカウンセラー配置事業 1,884 教育委員会 特別支援教育課

(新) 特別支援学校教員の資質向上事業 2,100 教育委員会 特別支援教育課

(新) 高等学校における通級指導に係る実践研究事業 3,500 教育委員会 特別支援教育課

LD、ADHD等に関する相談・支援 627 教育委員会 特別支援教育課

高等学校における特別な支援を必要とする生徒の支援 14,497 教育委員会 高校教育課
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 1,410 教育委員会 特別支援教育課

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 264,580 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 7,998 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 7,000 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 13,157 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 68,556 病院局 経営課
育成医療費の給付 13,584 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 434 健康福祉部 障害福祉課
障害児等療育支援事業 83,667 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      25,450 健康福祉部 障害福祉課
障害児福祉手当の支給       25,023 健康福祉部 障害福祉課
軽・中度難聴児支援対策事業 3,171 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 3,202 健康福祉部 障害福祉課
総合リハ障害児入所施設運営 134,208 健康福祉部 社会福祉課
障害児施設措置費 5,533,981 健康福祉部 障害者支援課
発達障害者支援センターの運営 87,251 健康福祉部 障害福祉課
子どもの心の診療ネットワーク事業 1,666 健康福祉部 児童課

107,519

子ども多文化共生教育の推進 89,131 教育委員会 人権教育課
外国人児童生徒のための学習支援 18,388 教育委員会 高校教育課・人権教育課

総計 109,414,465
H29当初予算額 109,403,847

（事業数：３３２事業）

７　外国人児童生徒への支援

６　障害児施策の充実

＜問い合わせ先＞

健康福祉部少子高齢局こども政策課

TEL 078-362-4232
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