資料４

平成３０年度
子育て支援・少子化対策に係る
主要施策（案）

値もも

子育て文化創造条例第 11 条に定める七つの基本的施策に沿って、諸施策を総合的に展開する。

１ 子育て文化の創造に向けた気運の醸成
子育て支援・少子化対策の推進に当たっては、社会全体で結婚、出産及び子育てを支えていく
ことが重要である。
このため、県民、事業者及び団体等との連携・協力による普及啓発や子育て支援活動などを進める。
主要施策

概

要

予算額（千円）

「やまぐち子育て連盟」を中心に、地域や企業、関係団体
と連携し、子育て県民運動を推進するとともに、結婚、妊娠・
出産、子育てに係る切れ目のない支援を推進する。
○やまぐち子育て連盟
・地域、企業、行政等が協働して、結婚、妊娠・出産、
子育てに係る切れ目のない支援を推進
拡みんなで子育て
○結婚・子育て応援デスク
応援推進事業
・結婚から妊娠・出産、子育てまでの相談に対応
○やまぐちイクメン維新
・男性の積極的な家事育児への参加を促進
新やまぐちイクメンミーティング開催
○子育てサークル表彰
【こども政策課】
・地域の子育て支援活動に積極的に取り組んでいる子育
てサークルを表彰
○やまぐち子育て応援パスポート事業
・パスポート発行や協賛事業所表彰を行うなど、利用促
進を図る
○ファミリー・サポート・センター支援事業
・普及啓発キャンペーンやアドバイザー研修会の実施

16,834

新未来を描く！学
中学校や高等学校内に、定期的に乳幼児親子が集う「子育
校内子育てひろば
てひろば」を開設し、未来を担う若い世代が、家庭や子供を
推進事業
持つことの楽しさや素晴らしさを身近に感じる機会を創出
する。

2,600

【こども政策課】

「みんなで子育て応援山口県」の実現のため、やまぐち子
やまぐち子ども・子
育て連盟内に、民間企業からの寄附等による「やまぐち子ど
育て応援ファンド
も・子育て応援ファンド」を組成し、子育て支援や子どもの
事業
貧困対策に取り組む団体の主体的な活動を支援する。
【こども政策課】

１

3,500

主要施策

概

要

予算額（千円）

若い世代等の結婚の希望を叶えられるよう、やまぐち結婚
応縁センターを核とした出会いから成婚までの一貫した支
援を推進する。
拡○やまぐち結婚応縁センターの運営（民間委託への移行）
・県内４か所に窓口を設置し、会員登録、お相手検索、
マッチングから交際、成婚にいたるまで、結婚に向け
た出会いや交際を支援する。
新○マッチング・サポートの実施
拡ぶち幸せおいで
・独身者や親世代を対象に、実践的なセミナー＆交流会
ませ！結婚応縁事
を開催し、結婚に向けた出会いや交際を支援する。
業
○結婚応援パスポート事業
・パスポート発行や協賛事業所募集を行うなど、利用促
進を図る。
○ポジティブキャンペーンの実施（九州地域戦略会議ＰＴ
【こども政策課】
事業）
・社会全体で結婚へのプラスイメージを醸成するため、
九州・山口各県が一体となり、結婚・子育てをテーマ
としたポジティブキャンペーンを実施する。
○結婚新生活支援事業（国・市町補助）
・新規に婚姻した世帯（夫婦とも 34 歳以下かつ世帯所
得 340 万円未満）に対して、結婚に伴う新生活のスタ
ートアップに係るコスト（新居の住居費、引越費用）
を支援する。

68,194

子育て文化創造条例に基づく子育て文化審議会の運営や
子育て県民運動の取組など、子育て支援・少子化対策を推進
子育て支援・少子化 する。
対策推進事業
○子育て文化審議会の運営
○県民運動の推進
【こども政策課】
・やまぐち子育て県民運動研修会の実施
・児童福祉月間の実施
○子育て支援・少子化対策の推進に関する計画策定

3,890

男女共同参画の一層の促進を図るため、効果的な普及啓発
活動や県民、県民活動団体、事業者等が自主的に取り組む実
男女共同参画推進
践活動を推進する。
事業
○推進月間における各種普及啓発
○男女共同参画推進事業者認証（事業者等の認証による自
【男女共同参画課】
主的な取組の促進）
○男女共同参画推進連携会議の開催

2,545

２

２ 保健医療サービスの充実と健康の増進
子どもが心身ともに健やかに育つためには、母子保健や医療面などでの取組が重要である。
このため、子どもの心身の成長過程に応じた保健医療サービスの充実や、家庭における健康
づくりなどを進める。
主要施策

概

要

不妊に悩む方の経済的・精神的負担の軽減を図るため、
不妊治療費の一部助成や不妊専門相談等を実施する。
○不妊治療費の助成
○不妊専門相談の実施
不妊治療・新生児検
○不妊に対する理解を深めるための講演会の開催
査支援事業
新生児期に疾病の早期発見・早期治療を行い、障害の発
【こども政策課】
現を予防するため、先天性代謝異常等疾病に対するマス・
スクリーニング検査を実施する。
○先天性代謝異常等検査
○新生児聴覚検査

予算額（千円）

263,570

総合周産期母子医療センターを中核とした周産期医療
関係機関の連携体制を強化するとともに、ハイリスク妊産
周産期医療体制総合 婦や新生児への高度な医療を提供する周産期母子医療セ
対策事業
ンターの体制強化、正常分娩等に対応する助産師の活用を
推進する。
【医療政策課】
○ＮＩＣＵ長期入院児の在宅療養等への移行支援
○周産期医療体制に関する相談、調査・分析、研修
○地域周産期母子医療センターに対する運営費の支援
○院内助産所・助産師外来の整備費への支援
○助産師の出向（派遣）支援 等

127,814

過酷な勤務状況にある病院勤務医等の就業環境整備、出
産・育児中の女性医師の離職防止やキャリア支援等を実施
する。
○女性医師の確保対策
医師就業環境整備総
・育児との両立、女性医師のキャリア形成等に関する
合対策事業
相談窓口の設置
・仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の
【医療政策課】
整備について取組を行う医療機関への補助
○産科医等の処遇改善
・分娩手当を支給する分娩取扱医療機関への補助
・ＮＩＣＵに入室する新生児を担当する医師に対し、
手当を支給する医療機関への補助 等

51,249

３

主要施策

概

要

予算額（千円）

新若手医師確保総合
将来、県内の公的医療機関等で診療に従事しようとする
対策事業（うち医師 医学生に対し、修学資金を貸与する。
修学資金貸与事業） 【制度改正】
平成 30 年度新規貸与者から、対象を県内出身者に限定
【医療政策課】
し、県内定着を促進

219,960

小児の初期救急医療体制及び二次救急医療体制を確保
するとともに、保護者に対し、夜間における小児の病状急
変時の対応について相談支援等を実施する。
○初期救急対策
・小児救急医療電話相談
・小児救急地域医師研修等の実施
○二次救急対策
・休日・夜間の小児救急医療体制の確保（柳井、長門
医療圏）
・小児救急医療拠点病院の運営（４箇所・７医療圏）

163,542

児童相談所を相談窓口とした福祉、医療、教育の各関係
機関等によるネットワークを形成し、心身障害児の早期発
見、早期療育を推進する。

8,260

在宅障害児療育支援
障害の疑いがありながら、一般的な子育て環境下で生活
推進事業
する子どもに対する支援として、療育支援機関の施設開放
や地域の療育支援機関からの専門職派遣による療育支援
【障害者支援課】
を実施する。

6,911

発達障害児地域支援
発達障害児やその家族に対する適切な支援が“身近な地
体制強化事業
域で、切れ目なく”受けられるよう地域の支援機関相互の
連携強化と専門性の向上を図るため、相談会や支援者養成
【障害者支援課】
研修等を実施する。

6,000

新医療的ケア児支援
医療的ケアが必要な障害児が地域で安心して暮らして
体制整備事業
いけるよう、関係機関の連携体制を構築するとともに、医
療的ケア児に対する支援を適切に行える人材を養成し、医
【障害者支援課】
療的ケア児等への支援体制整備を図る。

2,034

小児医療対策事業

【医療政策課】

総合療育機能推進事
業
【障害者支援課】

４

３ 子育て家庭への支援の充実
子どもを安心して生み、育てることができる家庭づくりに向けては、子育てに関する負担の軽
減を図ることが重要である。
このため、子育てに関する情報提供・相談や経済的支援などを進める。
主要施策

概

要

予算額
（千円）

生活困窮者自立支援法に基づき、県所管地域（和木町、
田布施町、上関町、平生町）において自立相談支援事業等
を実施する。
○自立相談支援事業
拡生活困窮者自立支
包括的な相談窓口の設置、自立に向けた支援計画の
援事業
策定
○住居確保給付金の支給
○就労準備支援事業
【厚政課】
○家計相談支援事業
○子どもの学習支援事業（ひとり親、生活保護、生活困
窮世帯）
新学習支援コーディネーターを養成し、学校等関係機
関と連携した家庭における学習環境整備

19,503

複雑化・多様化する教育課題に対応するため、やまぐち
総合教育支援センターにおいて、課題等を抱える子どもや
保護者、教育現場への専門的支援の強化を図る
○子どもと親のサポートセンター：電話相談、来所相談、
要請相談
○ふれあい教育センター：電話相談、来所相談、要請相
談、発達障害教育センター機能の強化

11,465

新子育て世代包括支
妊娠期から子育て期の相談支援をワンストップで行う
援センター機能強化 子育て世代包括支援センターの設置を促進するとともに、
事業
地域の相談支援体制を強化し、安心して妊娠・出産・子育
【こども政策課】
てができる環境づくりを推進する。

6,136

教育相談実施事業

【教職員課】

乳幼児医療対策費
【厚政課】

多子世帯応援保育料
等軽減事業
【こども政策課】

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、乳幼児医療
費の自己負担分を助成する。

762,633

多子世帯における経済的負担の軽減を図るため､第３子
以降の保育料等を世帯の所得に応じて軽減する。

337,196

５

主要施策
児童手当等交付金
【こども家庭課】

私立高校生等奨学給
付金事業
【学事文書課】

概

要

予算額
（千円）

子どもを養育する家庭等における生活の安定に寄与す
るとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資
することを目的とする。

3,086,744

授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の
私立高校生等に対して奨学のための給付金を支給する。

189,499

私立高等学校等就学
私立高校生等に対して、授業料の一部（低所得世帯の生
支援事業
徒に対しては増額）を助成することにより、家庭の教育費
【学事文書課】
負担を軽減する。
子育て支援のための
私学の多様な教育を選択し、安心して学べる環境づくり
私立高校生授業料等
を推進するため、経済的理由で就学が困難な生徒を対象と
減免事業
して授業料等の減免を行う学校法人に対して助成する。

2,090,727

135,575

【学事文書課】

国公立高校生奨学給
授業料以外の教育費負担の軽減を図り、生徒が安心して
付金事業
教育を受けられる環境整備を図るため、低所得世帯の生徒
【教育政策課】
に対して奨学のための給付金を支給する。
公立高等学校等就学
公立高校等における教育に係る経済的負担の軽減を図
支援事業
るため、国の制度に沿って一定の所得制限を設け、授業料
【教育政策課】
相当額として就学支援金を支給する。
多子世帯応援保育料
安心して子どもを産み育てることができる育児環境の
等軽減事業（幼稚園 充実と少子化対策に資するため、第３子以降のいる世帯へ
分）
の経済的支援を行い、保育料等の子育てに係る経済的負担
【義務教育課】
の軽減を図る。
ひとり親医療対策費
【厚政課】

母子家庭や父子家庭の経済的負担の軽減を図るため、医
療費の自己負担分を助成する｡

母子家庭の母等の就業による自立を促進するため、就業
ひとり親家庭等就業 相談、関係機関と連携した就業情報の提供、就業あっせん、
支援強化事業
母子・父子自立支援プログラムの策定、また就業先を確保
【こども家庭課】
するための企業等への求人開拓など、きめ細かな支援を行
う。
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない
児童扶養手当支給事
児童が育成される家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と自
業費
立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給
【こども家庭課】
し、児童の福祉の増進を図る。
母子父子寡婦福祉資
母子家庭及び父子家庭、寡婦に対し、その経済的自立の
金貸付金
助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している
【こども家庭課】
児童の福祉を増進するため、福祉資金の貸付を行う。

６

258,553

2,402,688

42,755

319,720

10,812

143,219

276,758

４ 子どもの学習環境の整備充実
子どもに「確かな学力」を身に付けさせるとともに、豊かな心と健やかな体を育むためには、
教育環境の整備や多様な体験活動の充実を図ることが重要である。
このため、家庭教育や学校教育の充実、学校・家庭・地域が連携した取組などを進める。
主要施策

概

要

小１プロブレム解
消のための 30 人学
いわゆる「小１プロブレム」など課題の解決を積極的に行
級加配教員配置
う学校に対して、30 人学級加配教員を配置する。

予算額（千円）

給与費

【義務教育課】

特別支援教育専門家等の活用により、特別支援教育に係る
一層の体制整備を図り、障害のある者とない者がともに学ぶ
仕組みであるインクルーシブ教育システムの構築を推進す
る。
○合理的配慮協力員の配置
インクルーシブ教
○外部専門家の活用による教育内容・指導等の充実
育システム推進事
○特別支援教育体制整備の推進
業
○視覚・聴覚障害教育センターのセンター的機能の拡充
○合理的配慮の提供に関する理解促進
【特別支援教育推進室】
○看護師の校外学習への同行充実
（医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の教育の充実）
○医療的ケア実施体制の充実
○就職支援コーディネーターの配置
○新しい学習指導要領を踏まえた自立と社会参加

25,567

児童生徒の学力や学習状況を客観的、経年的に把握・分析
し、課題解決に向けた指導方法の工夫改善や学校と家庭、地
域が一体となった取組を通して、全ての児童生徒の学力の向
上を図る。
○学力向上に向けた検証改善サイクルの確立
やまぐちっ子学力
小学校４年生から中学校２年生までを対象に、各学年の
向上推進事業
学習内容の定着状況・学習状況を把握する「学力定着状
況確認問題」を毎年一斉に実施する。
○指導方法の工夫改善と学習内容の充実の支援
【義務教育課】
一人ひとりの教員の授業力を学校全体で向上させるた
めの授業力アップ事業を通して、授業改善を推進すると
ともに、「やまぐち学習支援プログラム」の更なる充実
を図り、授業における学習内容の充実や児童生徒の自主
学習を一層促進する。

11,880

やまぐち次世代型
主体的・対話的で深い学びの実現など次世代型教育の推進
教育推進事業
に向け、研究指定校において指導方法や評価方法の開発など
実践的な研究を行うとともに、その成果を全ての県立高等学
校等に普及する。
【高校教育課】

6,200

７

主要施策

概

要

発達段階に応じた質の高い系統的・継続的な理数教育の推
進を図る。
やまぐち燦めきサ
○産業特性や企業の専門分野を生かした小・中学生向け科
イエンス事業
学教室の実施
○理数教育推進拠点校の指定による、大学や企業と連携し
た体験的・探究的活動の実施
【高校教育課】
○科学に関する知識・技能を競い合い、活躍できる機会の
【義務教育課】
創出（科学の甲子園山口県大会、やまぐちサイエンス・
キャンプ）
山口マイスター等を活用した教育機関等での技能講習や
次代を担う産業人 ものづくり教室の開催により、次代を担う産業人材の育成を
材育成推進事業
推進する。
○山口マイスター等を活用した高校等での技能講習や
【労働政策課】
小・中学生向けものづくり教室の開催

予算額（千円）

9,783

7,683

「ガイダンスの充実」、「求人開拓の強化」、「マッチン
グの促進」を３つの柱とし、高校生の主体的な県内就職を促
進する。
○県内就職した卒業生と高校生のディスカッションや就
職ガイダンス等を実施
やまぐちの活力を
○生徒・保護者を対象に、県内事業所において現場見学を
支える高校生就職
行うとともに、併せて企業で働く人からのセミナーを実
支援事業
施
○就職サポーター等を高校に配置し、就職相談を踏まえた
【高校教育課】
求人開拓、情報提供、県全域でのマッチングを促進
【特別支援教育推進室】
○高校等の管理職や進路指導担当教員等による求人要請
等のための企業訪問及び応募前職場見学を実施
○高校等の進路指導担当教員等と県内企業採用担当者に
よる学校の教育内容や企業の業務内容及び求人情報の
交換
○就職を希望する生徒と県内企業の採用担当者との面談

57,147

遊び・運動大好き！
小学校期を中心により運動に親しませるための効果的な
やまぐちっ子育成
取組について実践研究を行うとともに、教員の指導力向上及
事業
び体育授業充実のための支援体制を構築し、子どもの運動習
慣の改善と体力向上を図る。

7,556

【学校安全・体育課】

８

主要施策

概

要

コミュニティ・スクールが核となり、
「地域協育ネット」
の仕組みを生かして、学校・家庭・地域が連携・協働するこ
とにより、社会総がかりで子どもたちの学びや育ちを支援す
る「やまぐち型地域連携教育」の一層の充実を図る。
○やまぐち型地域連携教育推進協議会の開催
○地域連携教育アドバイザーの配置、地域連携教育エキス
パートの派遣、地域連携活動支援員の配置
○「地域協育ネット」統括コーディネーターの配置
新地域教育力日本
○「やまぐち地域連携教育の集い」の開催（県内２地域）
一推進事業
○やまぐち子どもふるさとサミット、やまぐち地域連携教
【義務教育課】
育推進フォーラムの開催
【社会教育・文化財課】
○山口大学との連携による地域連携教育の成果検証
○「地域協育ネット」の仕組みを活用した放課後子ども教
室や土曜日等の多様な教育活動の推進、地域未来塾の実
施
○家庭教育支援のネットワークによる相談・支援体制の充
実等
○訪問型庭教育支援事業の実施、やまぐち型家庭教育支援
チームの設置促進
明日のやまぐちを
担う産業人材育成
事業

予算額（千円）

131,010

○生徒のスキルに合わせた技能習得や資格取得を支援
○平成３０年に本県で開催される全国産業教育フェアに
おいて上位入賞をめざす学校の支援
○企業や他校及び他学科と連携した地域創生につながる
企画の立案・実施

9,875

学校を核とした人づくり・地域づくりの好循環を創り出す
ことをめざして、高校コミュニティ・スクールを拡充し、地
高校コミュニテ
域の活性化や地域課題の解決に向けた拠点としての機能の
ィ・スクール推進事
充実を図る。
業
○「学校運営協議会」の設置・運営
○地元企業等と連携した、地域の活性化に直接貢献する活
【高校教育課】
動の推進
○コミュニティ・スクール導入校による連絡会議の開催

6,000

コミュニティ・スクールを全ての県立特別支援学校に導入
特別支援学校コミ し、地域とともにある学校づくりを通じて、共生社会の形成
ュニティ・スクール を目指す。
○地域との連携・協働による特色ある取組の実施
充実事業
○県ＣＳ充実協議会設置による具体的な取組の検討
○ＣＳを核とした首長部局、地域住民との連携・協働によ
【特別支援教育推進室】
る取組の実施
○特別支援教育フェスティバルの開催

7,150

【高校教育課】
【特別支援教育推進室】

９

主要施策

概

要

予算額（千円）

山口県若者就職支援センターにおいて、関係機関との連携
を図りながら、相談から情報提供、能力開発、職業紹介に至
るまでの一連の支援をワンストップで提供し、県内就職を促
進する。
若者就職支援セン
○キャリアカウンセリングの実施（女性相談デー）
ター管理運営費
○各種セミナーの開催（正社員化就職支援事業）
○若者就職支援情報の提供
【労働政策課】
○ＵＪＩターン相談窓口の設置
○ＵＪＩターン就職説明会の開催
○就労相談カードの配布による職場定着の促進
○その他・併設するヤング・ハローワークにおいて、職業
紹介を実施

150,766

やまぐち中小企業
県内中小企業等の人材を確保するため、企業の魅力を若者
魅力情報発信！若
や保護者に対して効果的に発信することにより、県内中小企
者定着促進事業
業等への若者の就職・定着を促進する。

6,580

拡就職説明会等開
県内中小企業と学生・一般求職者等とのマッチング及び情
催事業
報収集の機会を提供し、県内中小企業等への若者の就職・定
【労働政策課】
着を促進する。

18,133

キャリア教育総合
児童生徒一人ひとりが夢や目標をもち、一人の社会人とし
推進事業
て自立できるよう、自分にふさわしい生き方を実現しようと
する意欲や態度、能力を育成するため、長期的な視点に立っ
【高校教育課】
た系統的・計画的なキャリア教育を推進する。
【義務教育課】
○キャリア教育推進会議の開催
【特別支援教育推進室】
○インターンシップの推進（高校生）

3,647

【労働政策課】

１０

５ 職業生活と家庭生活との両立支援
就業形態が多様化する中、男女が働きながら安心して子どもを生み、育てられる環境づくり
が重要である。
このため、子育てを支える職場環境づくりや、多様なニーズに対応した保育サービスの提供
などを進める。
主要施策

概

要

予算額（千円）

やまぐち働き方改革支援センターを中心とした、企業
新やまぐち働き方 に身近な相談支援体制を充実・強化し、長時間労働の縮
改革サポート事業
減や多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けた企
業の自主的な取組を支援
【労働政策課】
○やまぐち働き方改革支援センターの充実・強化
○民間アドバイザーの養成・派遣

29,440

長時間労働の縮減やワーク・ライフ・バランスの推進
などの「働き方改革」の実現に向け、県内企業のモデル
新やまぐち働き方
となる取組を強化・拡大することにより、魅力的な雇用
改革実践モデル展開
の場を創出
事業
○モデル取組事例の創出・拡大
○優良企業の成長支援
【労働政策課】
○多様な働き方の導入促進
○男性の育児参画促進重点啓発

18,990

女性の就業継続に向けた啓発や、女性の職域拡大等に
新やまぐちの働く
向けた職場環境整備への支援を行い、若年層の女性の就
女性応援事業
業を促進
○女性の就業促進と離職防止に向けた啓発講座
【労働政策課】
○女性活躍促進施設整備補助金

24,000

子育て女性等を対象に、職場体験、短期実践研修、職
業訓練等を実施し、就職に向けての不安の解消や就業意
子育て女性等の活躍 欲の醸成、職業能力の開発・向上を図ることで、働く意
応援事業
欲のある子育て女性等の再就職を促進する。
○職場体験研修の実施
【労働政策課】
○就職スキルアップ研修の実施
○就職マッチングイベントの実施
○職業訓練の実施

61,385

１１

主要施策
新県内就職・人材確
保支援強化事業
【労働政策課】

概

要

若者就職支援センターの支援対象にシニアと女性を追
加するとともに、プロフェッショナル人材戦略拠点の機
能を統合し、県内就職と人材確保の支援体制を強化する。

予算額（千円）

68,963

女性自身や経営者に加え、家庭からのサポートに重点
を置いた取組を進め、県全体での意識改革による女性活
躍を推進する。
○男性の家事・育児への参画促進に向けた男女共同参
画手帳（仮称）の配布、フォーラムの実施
新女性活躍サポー
○輝く女性管理職ネットやまぐちの活動
ト強化事業
○「女性管理職アドバイザー制度」の創設に向けた取
組
【男女共同参画課】
○中小企業の女性活躍に向けた行動計画策定支援
○やまぐち女性の活躍推進事業者宣言制度の推進
○市町が実施する女性の活躍に向けた取組の支援
○女性団体等の活動に対する拠点施設使用料の支援
○女性活躍推進知事表彰の実施

8,826

安心こども基金を活用した保育所等の整備を実施し、
子どもを安心して育てることができるよう体制整備を行
子育て支援特別対策
う。
事業
○認定こども園整備事業
認定こども園の施設整備費補助
【こども政策課】
○小規模保育所整備事業
小規模保育事業所の施設整備補助

346,471

保育所、幼稚園、認定こども園及び小規模保育等に対
する「施設型給付」及び「地域型保育給付」の支給を行
拡保育・幼児教育総 い、幼児期の学校教育・保育を総合的に推進する。
合推進事業
○施設型給付
保育所、幼稚園、認定こども園を対象とした支援
○地域型保育給付
【こども政策課】
小規模保育、家庭的保育、事業所内保育を対象とし
た支援
拡○保育料負担軽減の拡充

5,495,023

１２

主要施策

概

要

予算額（千円）

子育て家庭のニーズに応じた、地域の子育て支援を推
進する。
○利用者支援事業
地域子ども・子育て
○地域子育て支援拠点事業
支援事業
○一時預かり事業
○延長保育事業
○病児保育事業
【こども政策課】
○放課後児童健全育成事業
○放課後児童クラブ時間延長支援事業
○放課後児童クラブ長期休暇期間開設支援事業 等

1,469,616

保育士等のキャリアパスを見据えた体系的な研修や、
地域人材の掘り起しや知識等の習得のための研修を実施
拡保育人材スキル し、安定的かつ長期的に保育人材の育成・確保を図る。
アップ支援事業
○拡保育所職員研修
○拡認可外保育施設職員等研修
【こども政策課】
○子育て支援員研修
○放課後児童支援員認定資格研修
○児童健全育成関係職員研修

19,409

子どもを生み育てることへの不安や負担感を解消する
ため、私立幼稚園が実施する預かり保育及び障害のある
幼児の受入れに対して助成を行う。
私立幼稚園預かりサ
○預かり保育推進事業
ポート推進事業
・平日の早朝及び教育時間終了後に実施
○休業日預かり保育推進事業
【学事文書課】
・土日、夏休み等の休業日に実施
○特別支援教育費補助事業
・私立幼稚園等による障害のある幼児の受入れ

311,308

私立幼稚園等教育支
援体制整備事業
【学事文書課】

子どもを安心して育てることができるよう、私立幼稚
園等が行う教育支援体制の整備に係る経費に対して助成
する。

医療勤務環境改善支
援事業（うち病院職
医療従事者の離職防止や再就業の促進を図るため、医
員子育てサポート事 師や看護師等の医療従事者が利用する病院内保育所の運
業）
営費を助成する。
【医療政策課】

１３

49,075

160,040

主要施策

概

要

保育士確保を図るため、人材確保（新規卒業者・再就
職）や保育士待遇改善の取組を総合的に推進する。
○保育士養成施設の就職促進の取組支援
拡保育士確保総合
○保育所ＰＲキャラバン隊の高校出前講座の開催等
対策事業
○新保育職進学・就職セミナーの開催
○再就職支援コーディネーターの配置
○潜在保育士への再就職支援研修
【こども政策課】
○認定こども園職員の保育士資格等取得支援
○潜在保育士への就職準備金貸付
○潜在保育士への保育料貸付
○保育士への子どもの預かり支援 等
シニアも応援！子育
てサポーター事業

予算額（千円）

19,385

高齢者や子育て経験者等を「子育てサポーター」とし
て登録し、保育所や地域の子育て支援活動における活用
を促進する。

8,640

保育所児童の健康支
保育所等での子どもたちの健康面における対策の充実
援体制強化事業
を図るとともに、保育士の業務負担の軽減・離職防止を
図るため、保育所等における看護師等の専門職配置を支
【こども政策課】
援する。

6,273

【こども政策課】

子育てと就労等を両立できる環境づくりを推進するた
新病児保育充実強 め、県内全市町参加による病児保育の広域利用協定の締
化支援事業
結に向けた調整を行うとともに、保育の質の向上に向け
た研修や施設整備への支援により、病児保育事業の充実
【こども政策課】
を図る。

１４

23,364

６ 地域における子育て支援の充実
家庭での養育機能が低下している中、地域で子育て家庭を支援する取組を推進することが重
要である。
このため、地域において子育てを支え合う体制づくりや、子育てしやすい生活環境の整備な
どを進める。
主要施策

概

要

予算額（千円）

ひとり親家庭等が抱える生活や子育てにおける課題に
新子どもの居場所づ 対応し、貧困の連鎖を防止するため、児童の生活・学習
くり推進事業
支援や食事・交流の場の提供を行う「子どもの居場所づ
くり」に係る取組を支援する。
【こども家庭課】
○子どもの生活・学習支援を行う市町の支援
○子どもの居場所づくりに係る食材提供体制の整備

11,267

地域における幼児教育のセンターとしての役割を積極
的に果たすため、私立幼稚園等が実施する各種取組に対
して助成を行うことにより、地域における子育て支援を
推進を図る。
○幼児教育相談の実施
私立幼稚園地域子育
・幼稚園児以外の幼児に関する教育相談
て支援事業
○幼児教育講演会
・幼児教育に関する講演会等の開催
○未就園児の親子登園
【学事文書課】
・未就園児親子登園日を設け、幼稚園を開放
○小学校との連携に資する事業
・小学校との円滑な連携に資する事業
○「ふるさと山口」教育推進事業
・郷土や山口県の歴史、文化、産業等を学ぶ取組を
実施 等

17,705

１５

主要施策

概

要

予算額（千円）

高齢者や障害者、妊産婦など、すべての人がいきいき
と活躍でき、地域で安心して生活できる共生のまちづく
りを推進する。
○地域福祉の推進
・地域福祉支援計画の策定
○災害福祉広域支援ネットワークの推進
・県内福祉団体と連携した広域的な福祉支援体制の構
築
拡共生のまちづくり ○福祉に関するインフォーマル活動の促進
推進事業
・ボランティアコーディネーター・活動リーダーの育
成
○共生のまちづくりの普及促進
【厚政課】
・ユニバーサルデザインや福祉のまちづくりの促進
○パーキングパーミット制度の推進
・やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度の推進
○ 権利擁護体制の推進
・判断能力が十分でない方の支援
拡「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの推進
・包括的な支援体制づくりへの支援
拡地域の再犯防止の推進
・地域における効果的な再犯防止対策の調査、検討

100,369

子育てしやすい環境づくりの一環として、三世代同
居・近居を希望する者が理想とする住まいを実現できる
三世代同居・近居推
よう、民間企業等と連携した取組を推進する。
進事業
○普及イベント開催
○協賛企業の特典が受けられるパスポートの発行
○三世代同居・近居住宅支援制度
【住宅課】
新たに三世代同居・近居を始める場合の現住居の改修
や中古住宅の取得等に係る経費の一部を助成

15,885

新みんなの公園にぎ
わい創出事業

山口ゆめ花博を社会実験の場として活用した、民間の
ノウハウ等を活かした新たな公園の利活用の展開

【都市計画課】

１６

4,607

７ 子どもの安全確保と健全育成
児童虐待や子どもをめぐる事件等が後を絶たない中、行政や地域が子どもの安全を確保し、
健全育成に向けて取り組むことが重要である。
このため、虐待を受けた子ども等に対する支援の強化や、地域における子どもの健全育成活
動などを進める。
主要施策

概

要

予算額（千円）

児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護児
童の社会的自立に至るまで、関係機関の連携による切れ
目のない支援体制の強化を図り、全ての子どもが健やか
に育つ地域社会の実現を目指す。
《発生予防》
・出産やその後の育児に困難が予想される妊婦等へ
の養育支援、自立支援等の実施
・ハイリスク家庭見守りチームの派遣
・子育てに悩む親支援プログラムの実施
等
新子どもの虐待対策
《早期発見・早期対応》
強化事業
・児童相談所 24 時間 365 日相談体制の確保
・児童相談所安全確認職員の配置
・虐待対応職員の専門性の強化
等
【こども家庭課】
《保護・自立支援》
・児童養護施設退所者等で自立支援を必要とする者
に対し、生活指導や居住費支給等の支援を実施
・児童養護施設退所者等に対し、家賃相当額、生活
費、就職に必要な資格取得費を貸付
《切れ目ない支援・機能強化》
・山口県要保護児童対策地域協議会の運営
・児童虐待対応連携強化実践トレーニングの実施
等

64,980

何らかの理由により実の親が育てられない社会的養
護を必要とする子どもに対し、家庭と同様の養育環境に
おける継続的な養育を提供することができるよう､里親
への委託や特別養子縁組の推進を図る。
《里親委託の推進》
・里親制度普及イベントの開催
・里親スキルアップ研修の実施
・里親養育アドバイザーによる養育相談の実施
・里親相談支援員の配置による委託推進
等
《特別養子縁組の推進》
・養子縁組民間あっせん事業者が行う養親希望者の
負担軽減や職員研修等の取組に対し助成

16,274

新家庭的養護推進事
業
【こども家庭課】

１７

主要施策

概

要

いじめの未然防止・早期対応・いじめ解消率 100％を
いじめ・不登校等対 目指し、いじめや問題行動、不登校等の生徒指導上の諸
策強化事業
課題への対策を強化する。
○スクールカウンセラーの公立学校への配置
○スクールソーシャルワーカーの全市町配置支援
【学校安全・体育課】
○「子どもの未来を考えるフォーラム」の開催

１８

予算額（千円）

195,111

