
計画の柱 基本的方向 施策の方向 基本施策 取組みの方向性

ａ 思いやりの心と規範意識を育む道徳教育や人権教育の充実

ｂ 「山形らしさ」を活かした社会全体による子育てや家庭教育を支援する取組みの充実

ｃ 家族の素晴らしさや家庭の大切さを家庭や地域で見つめ直す運動の推進

ｄ 家庭、学校における男女共同参画を推進する教育と学習の充実

ａ
基礎的・基本的な知識・技能の習得・活用を基盤として自ら課題を見つけ、自ら主体的
に解決していく探究する力（「確かな学力」）の育成

ｂ
子どもと異年齢の人々との交流や他者と関わる体験の積み重ねを通したコミュニケー
ション能力の育成

ｃ 身近な消費者問題に目を向け、消費者としての素地を形成するための教育の推進

ｄ
経済的困難や社会参加に困難を有する者に対する就学支援、学び直し支援、自立支援等
学びのセーフティネットの整備

ａ 自分や他人のいのちを大切にする気持ちを育てる「いのちの教育」の推進

ｂ 住んでいる地域、郷土に誇りと愛着を持ち、地域とつながる心の育成

ｃ 食に関する学習機会や情報提供など、家庭、学校、地域が連携した食育の推進

ｄ 「性といのちの学習」の手引きを活用した「いのちの教育」の実践

ａ 子ども・若者が自らの心を理解し体を守ることができる力の育成

ｂ
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の活用など安心して相談できる
体制の整備

ｃ 子ども・若者の体を守る取組みを支えるキャンペーン等の実施

ｄ 子ども・若者の発達に応じた本人や親等への学習機会の提供・相談の充実

ａ
社会的な自立に向け、幼児期から小・中・高等学校を通じた計画的・系統的なキャリア
教育の推進

ｂ 地域企業等との連携のもと、職場見学や体験、中長期に及ぶインターンシップの推進

ｃ 産学官連携など地域産業に見られる先進的な取組みについて学ぶ教育の推進

ａ 伝統文化を継承し、地域社会の発展を担う人材の育成

ｂ
家庭や地域、企業・事業所等が連携・協働し、キャリア教育や子どもたちの様々な体
験・学習活動を社会全体で支援する取組みの推進

ｃ ジュニア・リーダー活動、青少年ボランティア活動の活性化に向けた取組みの推進

ｄ 子ども・若者の意見の表明、交流機会の確保や意思決定過程への参加の推進

ａ 経済社会のグローバル化への対応とICTを活用した教育活動の推進

ｂ グローバルな視点を持ち、地域産業の振興を担う人材の育成

ｃ
環境の保全・創造・活用への理解を深めるための家庭、学校、地域等幅広い場における
環境教育の推進

ａ
“いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動など社会全体で子どもの健やかな成長を
支援する取組みの展開

ｂ
家庭、学校、地域が連携・協働し、子ども・若者の様々な体験・学習活動を社会全体で
支援する仕組みの構築

ｃ
学生や若者の力の活用や地域、関係機関・団体等との連携による居場所や様々な活動の
場づくりへの支援

ａ 学校、家庭、地域が連携した地域ぐるみの学校安全体制の整備

ｂ 家庭、学校、地域が連携・協働した、交通安全、防犯、消費生活等教育・啓発の推進

ｃ 通学路の安全対策、県民の防犯意識の向上など安全安心なまちづくりの推進

ａ 青少年健全育成条例に基づく有害図書類規制など社会環境健全化の推進

ｂ 子どもや若者が危険ドラッグに関わらないよう薬物乱用防止の啓発の推進

ｃ サイバーパトロール等による有害情報に対する適切な対応に向けた取組みの推進

ａ 子ども・若者、保護者に対するインターネットの安全・安心な利用に関する啓発の推進

ｂ 関係機関・業界団体等における自主規制の取組みや啓発活動の推進

ｃ 学校における情報活用能力の育成と情報モラルも含めた情報教育の充実

①社会全体で子ども・若者を
支援する地域づくり

②子ども・若者が犯罪・事故
の被害に遭いにくいまちづく
り

①有害環境対策の推進

②安全・安心なインターネッ
ト利用の推進

１　子ども・若者
の自己形成支
援

①基本的な生活習慣の形成

②社会を生きぬく力の育成

①豊かな心と健やかな体づく
り

②健康と安心の確保

②社会体験、社会参加の促進

①勤労観・職業観の育成

①変化に対応する実践的な力
の育成

（４）社会の変化に
対応し、社会に貢
献できる力の育成

　第２章　山形県子ども・若者ビジョンにおける施策体系

【基本方針】一人ひとりが安心できる環境の中で、自分を大切にし、他者と関わりを持ちながら、よりよい社会を共に創りあげていく力を身につけ
ることができるよう、社会全体で子ども・若者の育ちや自立を支援します。

Ⅰ
子
ど
も
・
若
者
の
育
成
と
自
立
に
向
け
た
支
援

（１）日常生活能力
の習得

　　　１　「山形県子ども・若者ビジョン」における施策体系

（２）豊かな心と健
やかな体の育成

（３）社会的自立に
向けた支援と社会
参加の推進

３　社会全体で
支えるための環
境づくり

（５）家庭、学校、
地域の連携・協働
の推進

（６）社会環境の健
全化の推進

２　子ども・若者
の社会形成・社
会参加支援
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計画の柱 基本的方向 施策の方向 基本施策 取組みの方向性

ａ 政策・方針、意思決定過程への若者参画拡大

ｂ
県内の教育機関と連携した若者（高校卒業者）の県内定着や県外進学者の回帰に向けた
取組みの推進

ｃ 伝統行事や地域活動の担い手育成のための仕組みづくり

ａ 地域活性化に取り組む若者の優れた功績・成果や地道な活動の顕彰

ｂ 若者の活躍を応援するキャンペーン等の展開

ｃ 県内外の若者や学生に対する情報発信の強化と定着支援

ａ 若者の主体的な活動や活力創出の取組みに対する支援の充実

ｂ 地域課題の解決に取組むＮＰＯや若者グループの育成と支援

ｃ 地域を題材とした課題解決型の学習機会の提供と人材育成

ａ
多様な活動を行う若者や若者グループ、学生、移住者等の情報交換、交流、連携、協働
の促進

ｂ 若者の主体的な取組みの自主財源化、自立化に向けた支援

ｃ 困難を有する若者の社会参加に向けた若者グループとの交流促進

ａ
通常の学習環境に困難を有する生徒等の就労に向けた学校と関係機関の連携強化による
職業教育・職業訓練と就労支援に向けた取組みの推進

ｂ
就職後の仕事のミスマッチをなくし、早期離職を防ぐため、生徒個々の適性や進路希望
に応じ、地域産業界と連携した就職指導の推進

ｃ
若者の県内定着・県内回帰に向けた高校生、大学進学者等に対する県内産業や企業に関
する理解向上、就職に関する情報発信の強化

ａ 若者の志向に対応した就労の場の確保や起業、マッチングの促進

ｂ 地域資源を活用した若者の雇用につながる新たな就業機会の創出

ｃ 行政、教育、企業、ＮＰＯ等の連携による若者の県内就職に向けた取組みの推進

ａ
若者の活躍支援や地域での多様な活動への理解促進、仕事と生活の両立支援に取組む事
業所の普及啓発

ｂ 若者が魅力を感じ安心して働くことのできる労働環境の整備・提供、相談体制の充実

ｃ 就業の意欲や能力の向上と機会の提供等人材育成の推進

ａ 結婚観・家庭観の醸成のための将来を見据えたライフデザイン形成支援

ｂ
結婚、出産、子育て期の切れ目のない支援「“やまがた”結婚・子育て安心ライフ・サ
ポート」の推進

ｃ ひとり親家庭に対する生活・自立支援の展開

ａ 両立を支援する保育サービス等の充実

ｂ ワーク・ライフ・バランスのさらなる普及・推進

ｃ 男性の家事・育児参画のさらなる促進

（10）結婚、子
育て、仕事と家
庭の両立支援

②若者・若者グループの交流
促進、レベルアップ支援

Ⅱ
若
者
が
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り
の
推
進

①地域における多様な担い手
の育成

③若者が働きやすい就業環境
の整備

②若者の多様な活動の情報発
信の強化

①若者の主体的な取組み、多
様な活動の促進

①結婚、子育て支援の充実・
強化

②若者が活躍できる雇用・就
業の場の創出

①就学から就労への円滑な移
行に向けた取組みの推進

②仕事と家庭の両立支援の推
進

（７）若者の活
躍を推進する機
運の醸成

（８）多様な活
動の促進、つな
がる機会の拡大

【基本方針】若者が地域とつながり、人とのつながりの中で、持てる力を十分に発揮し、地域、職場、家庭において役割と責任が果たせるよう、若
者が県づくりの主体として活躍できる環境づくりを推進します。

４　若者が活
躍できる基盤
づくりへの支
援

５　若者のラ
イフステージ
に応じた総合
的な支援

（９）若者の職
業的自立、就労
支援

インターネットの安全利用に係る啓発イベント 若者団体の出店（日本一さくらんぼ祭り） 
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計画の柱 基本的方向 施策の方向 基本施策 取組みの方向性

①ニート等の若者への支援 ａ
ニート、ひきこもりの若者の職業的自立のための、それぞれの状況に応じた個別的、継
続的支援の実施

ａ ひきこもり相談支援窓口「自立支援センター巣立ち」、保健所における相談の充実

ｂ ひきこもりサポーターや訪問支援（アウトリーチ）等の支援に携わる人材の養成

ａ 未然防止、早期発見・早期対応につながる取組みや関係機関等と連携した取組みの推進

ｂ 高校中退者や不登校経験者等への「学び直し」の機会の充実

ｃ 多様な学習ニーズに対応したより柔軟な教育課程を備えた新しいタイプの学校づくり

ａ
社会参加に困難を有する子ども・若者や家族が相談しやすい環境づくりと支援体制の確
立

ｂ ニート、ひきこもり等の若者の自立支援のための社会参加や交流機会の提供

ａ
発達障がいのある子ども・若者、家族に対するライフステージに応じた支援や関係する
分野が連携した地域支援体制の充実

ｂ 保健、医療、福祉等関係機関と連携した特別支援教育の推進

①非行防止・立ち直り支援 ａ 少年の規範意識の向上と少年を見守る社会機運を醸成する活動の推進

ａ 学校、家庭、地域が連携したいじめ防止に向けた取組みの推進

ｂ 問題行動を起こす児童生徒への指導や事件を起こした少年に対する適切な取組みの推進

①子どもの貧困問題への対応 ａ
子どもの貧困問題、貧困の世代間連鎖の解消に向けたスクールソーシャルワーカー活用
など、学校を窓口とした福祉機関との連携等による教育の支援、生活の支援、就労支
援、経済的支援の推進

ａ 妊娠、出産から子育てまでの相談しやすい体制の充実

ｂ
発生予防から早期発見、早期対応、適切な保護、アフターケアに至る関係機関間の適切
な連携の強化

③性犯罪等被害への対応 ａ 被害を受けた子ども・若者の治療や精神的負担の軽減を図る専門支援や相談体制の整備

（15）外国に
ルーツを持つ等
特に配慮が必要
な子ども・若者
の支援

①外国にルーツを持つ等特に
配慮が必要な子ども・若者の
支援

ａ 外国にルーツを持つ等、特に配慮が必要な子どもの教育の推進

ａ ＮＰＯとの協働による相談支援拠点の体制強化

ｂ 社会参加の機会につながる安心して過ごせる居場所や交流・活動する場の整備

ｃ より身近な相談窓口となる市町村における相談対応の促進

ａ 最も身近な支援者となる家族への支援の充実・強化

ｂ 適切な情報提供やともに支え合い学び合う場の提供

ｃ 継続的な周知・広報の取組みを通じた県民理解の促進

ａ
「山形県子ども・若者支援地域協議会」を活用した、教育、保健・医療、雇用、矯正・
更生保護などの各分野における関係機関等による相互の連携・協力体制の強化

ｂ 市町村、民生委員・児童委員等との連携による地域支援ネットワークの構築

ｃ 子ども・若者のライフサイクルを踏まえた継続的な支援体制の整備

ａ 相談支援機関、団体、ＮＰＯ等における支援者の養成と支援対応能力の向上

ｂ 民生委員・児童委員等と協働した地域での支援の仕組みづくり

ｃ
学生ボランティア、若者グループ等同世代又は年齢の近い世代による支援の仕組みづく
り

②支援者、協力者の養成、確
保

①主体や分野を超えたネット
ワークの構築

Ⅲ
　
困
難
を
有
す
る
子
ど
も
・
若
者
や
家
族
へ
の
支
援

②児童虐待防止対策

①総合的な相談支援体制の確
立

②相談しやすい環境づくり

７　安心して
生活できる体
制の構築

（16）総合的な
相談・支援体制
の確立

（17）重層的な
子ども・若者支
援ネットワーク
の構築

６　様々な状
況ごとの相談
と支援

①障がいのある子ども・若者
の支援

③不登校の子ども・若者や中
退者への支援

②いじめ・暴力行為への対策

④ニート、ひきこもり、不登
校の子ども・若者の支援

②ひきこもりへの支援

（11）ニート、
ひきこもり、不
登校の子ども・
若者の支援

（12）障がいの
ある子ども・若
者の支援

（13）非行・犯
罪に陥った子ど
も・若者の支援

（14）子どもの
貧困問題への対
応、虐待、性犯
罪等被害防止

【基本方針】困難を有する子ども・若者とその家族が地域に包摂され、困難な状況にあっても希望を持って生活できるよう、地域全体で分野や主体
の壁を越えて互いに連携協力し、継続的な支援を実施します。

生徒と地域の大人の対話会 子ども・若者支援地域協議会 
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（平成29年２月時点）　　　　

※施策対象については、以下の基準により記載。

　「○」：当該施策の対象が子ども・若者に特化しているものや、事業実施による効果の最終的な波及先が、主として子ども・若者を想定しているもの

　「●」：当該施策が県民全体を広く対象とする中で、子ども・若者の育成支援にも関係するもの

※予算額の下に「（繰越明許含む）」と記載があるものは、国の地方創生交付金を財源とし、翌年度繰り越しの事業。

　基本的方向１　子ども・若者の自己形成支援

　　【施策の方向①　日常生活能力の習得】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

「家庭の日」啓発事業 0 0 ●
若者支援・男
女共同参画課

男女共同参画センター
事業

29,909 29,907 ●
若者支援・男
女共同参画課

地域若者安心生活構築
推進事業

29,085 29,085 ○
若者支援・男
女共同参画課

地域若者サポートス
テーション事業

14,001 14,006 ○ 雇用対策課

学校・家庭・地域の連
携協働推進事業

110,415 106,211 ●
文化財・生涯
学習課

山形の未来をひらく教
育推進事業

65,684 50,928 ○
義務教育課
高校教育課

　　【施策の方向②　豊かな心と健やかな体の育成、郷土愛の醸成】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

文化団体等連携支援事
業

91,207 84,217 ● 県民文化課

文化による地域への愛
着・誇り醸成事業

11,047
（繰越明許含

む）
11,031 ○ 県民文化課

山形県こども館運営事
業

15,132 15,067 ○ 子育て支援課

人権啓発普及推進事業
（デートＤＶ防止出前
講座）

335 337 ○
若者支援・男
女共同参画課

男女共同参画推進事業
費

47 59 ○
若者支援・男
女共同参画課

地域若者安心生活構築
推進事業【再掲】

29,085 29,085 ○
若者支援・男
女共同参画課

　高校生等を対象にデートＤＶ防止出前講座を実施し、若年層における
デートＤＶについての正しい理解を推進し、自分と相手を大切にする気
持ちを育てる。

　旧県立図書館を活用し、屋内型児童遊園機能を提供することにより、
子供の自主性・可能性を育む。
　また、育児サークルや大学生等のボランティア団体の活動の場として
提供することにより、これら団体の活動を支援する。

平成２９年度の実施概要

　子どもたちがこれからの社会を主体的に生きぬいていけるよう、小中
高を通して探究型学習を推進し、確かな学力を育成する。

◆　平成２８年度子ども・若者育成支援関係施策実施状況及び平成２９年度関係施策の概要

基本の柱Ⅰ　子ども・若者の育成と自立に向けた支援

平成２９年度の実施概要

　男女共同参画センターにおける研修や団体活動支援及び相談事業等に
より、家庭や地域における男女共同参画を推進する。

　ニート等の若者の職業的自立を支援するため、個々のケースに対応し
た具体的な支援プログラムの実施、また、若者自立支援ネットワークの
整備・運営を行う。

　子どもたちの豊かな学びと健全な育成を支えていくため、学校・家
庭・地域の連携協働に関する方策を検討するとともに、市町村における
地域学校協働活動（学校支援活動、放課後子ども教室、家庭教育支援等
に関する一体的な取組み）を推進し、地域住民が積極的に子どもの教育
や子育てにかかわる環境づくりを推進する。

　「家庭の日」（毎月第３日曜日）の普及啓発を行い、家族の絆を深め
る契機づくりを推進する。

　社会参加に困難を有する若者への自立に向けた支援を行うＮＰＯ等と
の協働により若者相談支援拠点を設置するとともに、民生・児童委員や
関係機関と連携した地域ネットワーク（山形県子ども・若者支援地域協
議会等）の形成により、ひきこもり等社会生活に参加するうえで困難を
有する若者が安心して生活できる体制づくりを進める。

　社会参加に困難を有する若者への自立に向けた支援を行うＮＰＯ等と
の協働により若者相談支援拠点を設置するとともに、民生・児童委員や
関係機関と連携した地域ネットワーク（山形県子ども・若者支援地域協
議会等）の形成により、ひきこもり等社会生活に参加するうえで困難を
有する若者が安心して生活できる体制づくりを進める。

　実際に生徒・学生を指導する立場にある生徒指導等の学校教諭を対象
に、デートＤＶに関する基礎知識を学ぶ機会を提供することを目的とし
た「デートＤＶ予防教育実践者セミナー」を開催する。

　文化団体等との連携により、県民が優れた文化芸術を鑑賞する機会及
び文化芸術活動を発表する機会を提供する。

　子どもを対象に、伝統文化、芸術を体験、参加・発表する取組みを展
開し、伝統文化、芸術の次世代への継承を推進するとともに、地域への
愛着と誇りを醸成し、若者の県内定着・回帰へとつなげていく。
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食育・地産地消推進事
業

3,009 12,476 ●
６次産業推進
課

学校給食における地産
地消促進事業

54,399 50,637 ○
６次産業推進
課

伝統芸能育成事業
5,705

（繰越明許含
む）

5,323 ●
文化財・生涯
学習課

地域青少年ボランティ
ア活動推進事業

1,326 1,214 ●
文化財・生涯
学習課

学校・家庭・地域の連
携協働推進事業【再
掲】

110,415 106,211 ●
文化財・生涯
学習課

山形の未来をひらく教
育推進事業（英語教育
関係）

43,682 41,604 ○ 義務教育課

「いのちの教育」総合
推進事業

986 975 ○ 義務教育課

生命を次代につなぐ意
識啓発事業

206 － ○ 高校教育課

スクールカウンセラー
派遣事業

14,138 14,141 ○ 高校教育課

子どもの健康づくり連
携事業

1,228 1,155 ○ スポーツ保健課

いのち輝く食育推進事
業

10,495 5,339 ○ スポーツ保健課

県立こころの医療セン
ターにおける医療の提
供

0 0 ○ 県立病院課

県民の森管理等整備事
業（遊学の森）

20,545 20,527 ●
最上総合支庁
森林整備課

置賜文化活動支援事業 1,387 1,387 ●
置賜総合支庁
総務課連携支
援室

県民の森管理等整備事
業
（源流の森）

44,283 44,612 ●
置賜総合支庁
森林整備課

眺海の森管理整備事業 19,495 19,667 ●
庄内総合支庁
森林整備課

少年サポート
　　センター事業 0 0 ○ 警察本部少年課

　森林と人々の関わりを学びながら、森林の楽しさを実感し、森林を共
に育てていくプログラムの開催。

　県民が森林に親しみ、森林の働きを学び、心身がリフレッシュできる
プログラムを開催する。

　食育・地産地消の推進に資するため、山形県食育・地産地消推進計画
の進行管理、県民に対する食育(食農教育)・地産地消の啓発などに取り
組む。

　学校給食における県産農産物の利用拡大を支援することで、学校給食
により子ども達が地域の「食」や食文化について学び、その大切さを理
解し、郷土に対する誇りや愛着を育むという教育の目的を実現する。

　平成28年度で終了

　スクールカウンセラーを県立高等学校全校に派遣し、生徒の心の悩み
に応える機会を保障し、不登校の解消や未然防止、特別な支援を必要と
する生徒への支援体制を充実させる。

　親から子、子から孫の代へ、ふるさと山形のよき生活文化、知恵、伝
統芸能等を教え、伝え、学び合うとともに、地域の方々自らが、子ども
たちに地域の素晴らしい文化等を伝承していくことにより、地域文化の
確実な保存・伝承を図り、子どもたちの社会力の育成、地域コミュニ
ティの活性化を目指していく。

　青少年のボランティア活動等の各種地域貢献活動を支援するために、
「地域青少年ボランティア活動推進会議」を設置し、情報の収集や提供
を行うとともに、交流会・セミナー等を実施し、県内の地域青少年ボラ
ンティア活動の推進を図る。

　子どもたちの豊かな学びと健全な育成を支えていくため、学校・家
庭・地域の連携協働に関する方策を検討するとともに、市町村における
地域学校協働活動（学校支援活動、放課後子ども教室、家庭教育支援等
に関する一体的な取組み）を推進し、地域住民が積極的に子どもの教育
や子育てにかかわる環境づくりを推進する。

　英語学習の中で、郷土資料を取り上げ、英語による観光案内や、地域
ＰＲ等を行いコミュニケーション能力と郷土愛の育成を図る。

　健康相談に対して指導助言等を行うなど専門医、学校、家庭、地域の
関係機関と連携を深めながら、子どもの健康づくりに取り組んでいくた
めの体制を構築し、課題解決に取り組んでいく。

　学校における食育を推進するため、推進体制を整備するとともに、栄
養教諭等を中心に行政、学校、地域が連携し、食育の実践活動を支援す
る。

　県立こころの医療センターにおいて、こども・思春期外来診療を行う
とともに、「子ども・ストレスケア病棟」を設置し、児童・思春期の心
の病への対応等専門性の高い精神科医療を提供していく。
　なお、子ども・ストレスケア病棟には入院中の学習支援として県立鶴
岡養護学校の分教室である「おひさま分教室」が併設されている。

　置賜総合支庁及び管内市町、文化団体等で構成する「置賜文化フォー
ラム」において、文化の薫り高い置賜地域を創造するため、置賜こども
芸術祭の開催などの事業を展開。

　街頭補導活動、少年相談活動、非行少年・被害少年等に対する継続的
なサポート活動、薬物乱用防止活動、広報啓発活動、情報提供活動等を
展開し、少年非行防止を図る。

　発達段階に応じた生命の大切さを学ぶ教育プログラムを実践する。
　生命尊重を重点とした道徳教育の研究指定校及び人権教育の研究指定
校での実践・普及。

　森林と人々の関わりを学びながら、森林の楽しさを実感し、森林と人
との共生をめざすプログラムの開催。
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少年非行防止
地域ネットワーク事業

288 288 ○ 警察本部少年課

　基本的方向２　子ども・若者の社会形成・社会参加支援

　　【施策の方向③　社会的自立に向けた支援と社会参加の推進】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

地域福祉活動総合推進
対策事業（ボランティ
ア活動振興事業）

4,867 4,867 ●
地域福祉推進
課

子ども知事室事業 418 418 ○
若者支援・男
女共同参画課

政策決定過程への若者
登用促進

0 0 ○
若者支援・男
女共同参画課

地域若者サポートス
テーション事業【再
掲】

14,001 14,006 ○ 雇用対策課

工業高校教員技能研修 445 445 ○ 雇用対策課

伝統芸能育成事業【再
掲】

5,705
（繰越明許含

む）
5,323 ●

文化財・生涯
学習課

地域青少年ボランティ
ア活動推進事業【再
掲】

1,326 1,214 ●
文化財・生涯
学習課

青年による持続可能な
地域づくり推進事業

825
（繰越明許含

む）
824 ●

文化財・生涯
学習課

キャリア教育推進事業 5,809 5,805 ○ 高校教育課

連携協働による最上の
地域づくり人材育成事
業（最上の人材育成地
域定着促進事業）

391 407 ○
最上総合支庁
地域産業経済
課

少年水産教室 15 15 ●
庄内総合支庁
水産振興課

水産高校生体験漁業 261 261 ●
庄内総合支庁
水産振興課

　　【施策の方向④　社会の変化に対応し社会に貢献できる力の育成】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

アジアビジネス人材養
成プログラム推進事業

30,143 30,143 ● 学事文書課

環境教育基盤運営事業
費

1,590 1,590 ● 環境企画課

　地域で活躍する青年等と次代のリーダーとなる高校生との地域課題の
解決に向けたワークショップを実施することで、青年による次代のリー
ダーの育成を図る。

　水産高校のカリキュラムにない本県沿岸漁業の代表的な漁業種類の漁
船に乗船しての漁業体験と青年漁業者との交流会を実施し、本県におけ
る漁業の実態を伝え、水産業への就職意欲を高める。

　中学校区を指定し、学校・家庭・地域の構成員が、ネットワークを構
築して、地域ぐるみによる少年非行・被害防止地域ネットワーク事業を
展開する。（県内８中校区）

　望ましい勤労観・職業観を身に付け、地域産業の発展に貢献する高校
生を育成するキャリア教育の推進を図る。

　アジア諸国でビジネスを展開する県内企業の中核となる人材を育成す
るため東北公益文科大学大学院に開設している県寄附講座の運営を支援
する。

　親から子、子から孫の代へ、ふるさと山形のよき生活文化、知恵、伝
統芸能等を教え、伝え、学び合うとともに、地域の方々自らが、子ども
たちに地域の素晴らしい文化等を伝承していくことにより、地域文化の
確実な保存・伝承を図り、子どもたちの社会力の育成、地域コミュニ
ティの活性化を目指していく。

 子どもたち（小学５～６年生）が、知事と直接話をし、県政や県の事業
への理解を高めるため、子ども知事室を開催する。

　山形県ボランティア・市民活動振興センター（事業主体：山形県社会
福祉協議会）の運営等に関する支援を通し、市町村社会福祉協議会のボ
ランティアセンターの活動強化を図り、ボランティア活動の普及・活性
化につなげていく。

平成２９年度の実施概要

平成２９年度の実施概要

　ニート等の若者の職業的自立を支援するため、個々のケースに対応し
た具体的な支援プログラムの実施、また、若者自立支援ネットワークの
整備・運営を行う。

　青少年のボランティア活動等の各種地域貢献活動を支援するために、
「地域青少年ボランティア活動推進会議」を設置し、情報の収集や提供
を行うとともに、交流会・セミナー等を実施し、県内の地域青少年ボラ
ンティア活動の推進を図る。

　工業高校における産業界のニーズに応じたものづくり人材の供給力強
化に向けて、産業技術短期大学校等において高校教員を対象とした実技
実習を行う。

　高校生・小中学生向けの企業見学会、女性社員と女子高校生との交流
会、若手社員のﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの開催等による地元企業の情報発信を行
う。

　水産高校との共催により、県内中学生を対象に水産に関する初歩的な
学習と実習を行い水産業への理解を深める。

　環境学習支援団体の認定や交流会の開催、環境の保全・創造に功績が
あった個人、団体の顕彰により、環境問題の解決に主体的かつ積極的に
取り組む人材を育成する。

　県審議会等への若者の登用を通して、県政に若者の声を反映し、若者
の県づくりへの参画を促進する。
　随時若者人材リストを整備し、部局等の求めに応じて情報提供を行う
とともに、登用状況について年１～２回調査を実施する。
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環境教育普及促進事業
費

6,259 7,576 ● 環境企画課

海岸漂着物対策推進事
業費

36,503
29,626

(繰越明許含
む)

●
循環型社会推
進課

みどりの循環県民活動
推進事業費

10,756 15,563 ● みどり自然課

技能五輪・アビリン
ピック2016推進事業

598,863 － ● 雇用対策課

少人数学級編制等推進
事業

591,526 561,734 ○ 義務教育課

山形の未来をひらく教
育推進事業

43,682 41,604 ○
義務教育課
高校教育課

新エネルギー教育推進
事業

3,800 8,000 ○ 高校教育課

県立高等学校ＩＴ整備
事業

175,416 227,022 ○ 高校教育課

廃棄物適正処理・
３Ｒ推進事業

0 0 ●
置賜総合支庁
環境課

　基本的方向３　社会全体で支えるための環境整備

　　【施策の方向⑤　家庭、学校、地域の連携・協働の推進】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

活力ある地域づくり推
進事業費

7,353
(繰越明許含

む)
19,104 ● 市町村課

「山形みんなで子育て
応援団」地域連携事業
（市町村総合交付金）

3,600 3,600 ● 子育て支援課

子育て県民運動推進費 92,791 46,013 ● 子育て支援課

放課後児童クラブ推進
事業

836,148 845,117 ○ 子育て支援課

青少年健全育成活動推
進事業

7,229 7,248 ○
若者支援・男
女共同参画課

“いじめ・非行をなく
そう”やまがた県民運
動事業

3,863 3,852 ○
若者支援・男
女共同参画課

学校・家庭・地域の連
携協働推進事業【再
掲】

110,415 106,211 ●
文化財・生涯
学習課

　「地域運営組織」の形成に向けたモデル事業の展開や地域づくり支援
プラットフォームによる総合的な支援に加え、地域における機運の助成
を図ることで住民主体の地域づくり活動を促進する。

　少人数学級編制の良さを生かし、「自ら課題を見つけ、主体的に解決
していく」授業や「子ども同士が精一杯考え合い、表現し合う授業」を
通して、変化の激しい社会を豊かに生き抜く力を育む。

　グローバル社会で求められる英語によるコミュニケーション能力を伸
ばすと共に国際理解を一層深める。

　原子力エネルギーについての理解を深め、環境保全に配慮した再生可能エ
ネルギーについての教育の充実を図る。

平成２９年度の実施概要

　情報化が急速に進展している時代に対応し、情報を適切に活用する能
力を育成するため、PCの設置や校内LANの保守管理を行い、ICTを活用し
た教育的活動を推進する。

　やまがた森の感謝祭や、森を守り、育て、暮らしに活かす緑の循環シ
ステムを体験するイベント等を開催し、県民参加の森づくりの気運を高
め、本県の豊かな森林資源を次世代に引き継ぐ県民運動を推進する。

　結婚支援を行う人材育成及び三世代同居や近居を促進する活動や高齢
者の力を活かし、子どもや親子に自然・文化等の多様な体験の場を提供
する活動への支援を行う。

　環境教育に関する相談支援、情報発信及び環境アドバイザー等の派遣
など環境学習機会を提供し、地域で子どもたちの環境学習を進めるプロ
グラムを整備する等、環境教育の普及を促進する。

　いじめの防止・根絶に向け、教育関係者と県・警察及び地域の青少年
健全育成関係団体が連携し、“いじめ・非行をなくそう”やまがた県民
運動を展開する。

　沿岸部におけるクリーンアップ作戦ボランティア参加者の拡大や親子
を対象とした飛島環境教育ツアー等を実施するとともに、大学生を対象
とした若者ボランティアリーダーの育成を行う。

　子どもたちの豊かな学びと健全な育成を支えていくため、学校・家
庭・地域の連携協働に関する方策を検討するとともに、市町村における
地域学校協働活動（学校支援活動、放課後子ども教室、家庭教育支援等
に関する一体的な取組み）を推進し、地域住民が積極的に子どもの教育
や子育てにかかわる環境づくりを推進する。

　「大人が変われば子どもも変わる」県民運動を展開し、地域、家庭、
学校が一体となって青少年を育成する体制を構築する。山形県青少年育
成県民会議の事業等に要する経費を補助し、県民運動の推進体制を強化
する。
　また、内閣府青年国際交流事業に協力し、国際的視野を持った青年を
育成する。

　県民総ぐるみとなって、子どもや子育て家庭に対する応援活動を実践
する「山形みんなで子育て応援団」活動等を推進する。

　昼間保護者のいない家庭の小学生等の授業終了後や長期休暇等に、遊
びや生活の場を提供し、健全育成活動を行う放課後児童クラブに対し運
営費等を助成し、児童の健全育成と仕事と家庭の両立支援を図る。

　平成28年度で終了

　小・中学校から廃棄物の適正処理と３Ｒ推進の普及啓発ポスター・川
柳の募集、表彰、展示を行い、環境教育を推進する。
（置賜地域不法投棄防止対策協議会事業として実施）
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24時間いじめ相談電話 8,313 7,323 ○ 高校教育課

地域ぐるみの学校安全
体制整備事業

5,194 5,179 ○
スポーツ保健
課

出羽庄内公益の森づく
り事業

606 477 ●
庄内総合支庁
森林整備課

子ども・女性安全対策
推進事業

916 906 ○
警察本部
生活安全企画課

子ども防犯支援員事業 4,655 4,784 ○ 警察本部少年課

交通安全県民運動の推
進

0 0 ●
警察本部
交通企画課

通学路の安全対策 0 0 ○
道路整備課
スポーツ保健課
警察本部交通規制課

　　【施策の方向⑥　社会環境の健全化の推進】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

私立学校ネット被害防
止スクールガード事業

141 137 ○ 学事文書課

青少年健全育成条例運
用費

868 842 ○
若者支援・男
女共同参画課

青少年健全育成審議会
費

722 722 ○
若者支援・男
女共同参画課

薬物乱用防止推進事業 3,138 2,225 ●
健康福祉企画
課

ネット被害防止スクー
ルガード事業

1,008 1,008 ○ 高校教育課

少年サポート
　　センター事業
　　【再掲】

0 0 ○ 警察本部少年課

少年非行防止
地域ネットワーク事業
　　【再掲】

288 288 ○ 警察本部少年課

山形県警察大学生サイ
バーパトローラー

0 0 ● 警察本部生活環境課

サイバーセキュリティ
カレッジ

0 0 ● 警察本部生活環境課

  出会い系サイトや情報掲示板を利用した犯罪や被害を防止するため、
中・高校生、保護者、教員等を対象として、サイバー犯罪の現状やセ
キュリティ対策等についてのサイバー犯罪被害防止講話を行う。

　街頭補導活動、少年相談活動、非行少年・被害少年等に対する継続的
なサポート活動、薬物乱用防止活動、広報啓発活動、情報提供活動等を
展開し、少年非行防止を図る。

　県民一丸となって危険な薬物を撲滅するため、街頭やイベントでの啓
発活動や主に高校生を対象とした登校時の啓発資材配布等による啓発活
動を実施する。

　健全な青少年の育成を図るため、青少年健全育成審議会や有害図書類
審査部会を開催し、青少年の育成に係る重要事項の調査審議や、有害な
興行・図書類の指定などを行う。

平成２９年度の実施概要

  子ども見守り隊の活性化及び子ども110番連絡所の機能強化を図ること
により、子ども等の安全を確保するもの。

　いじめや犯罪の温床といわれる「学校裏サイト」等を監視し、いじめ
や不登校などに繋がる恐れのある書き込みなどに対応し、事故の未然防
止を図る。

　不審者による学校侵入事件や登下校時の声かけ事案等が後を絶たない
ことから、地域や関係機関との連携による学校安全体制整備のため、地
域学校安全指導員（スクールガード・リーダー）を配置し、学校安全に
関わる各種取組みの実践を行う。

　深夜・早朝時間帯に臨床心理士等を配置することで、いじめ等により
日々悩みストレスを抱えている生徒に対し、適切な対応ができるようい
じめ相談体制の構築を推進する。

　いじめや犯罪の温床となるネット上の裏サイト等を監視し、ネット被
害や事故の未然防止等を図り、子どもたちがインターネットを健全に利
用できる環境づくりを行う。

　スクールサポーターを配置し、学校と連携して地域における少年非行
の防止と子どもの安全を図る。

　交通安全対策協議会が主唱する交通安全県民運動と連動し、県民一人
ひとりが、最も基本的な「交通ルールの遵守」を再確認することによ
り、山形県全体の交通マナーを向上させ、交通事故を防止して安全で安
心して暮らせる交通社会の実現を目指すとともに、子どもと高齢者の交
通事故防止に関する広報啓発活動を推進し、教育委員会及び学校を通じ
自主的な全席シートベルト着用に向けた取組を促進する。

　学校関係者、道路管理者と警察が連携し、通学路の安全点検を行う。

　県民の森林環境教育、森林ボランティアを支援し、多様な主体の協働
による庄内海岸林の保全と利活用を促進する。

　青少年の心身の健全な発達を阻害するおそれのある興行や図書類の有
害指定、立入調査、実態調査等を実施して、社会環境の浄化に努める。

　中学校区を指定し、学校・家庭・地域の構成員が、ネットワークを構
築して、地域ぐるみによる少年非行・被害防止地域ネットワーク事業を
展開する。（県内８中校区）

  サイバー空間の健全化を図り、サイバー犯罪を抑止するため、県内の
大学に在籍し、インターネットに関する知識を有する大学生を「山形県
警察大学生サイバーパトローラー」に委嘱し、サイバーパトロールや広
報啓発活動等を行う。
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　基本的方向４　若者が活躍できる基盤づくりへの支援

　　【施策の方向⑦　若者の活躍を推進する機運の醸成】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

知事と若者の地域創生
ミーティング

－ 1,503 ○ 秘書広報課

やまがた移住交流推進
事業費

34,090 38,401 ● 市町村課

政策決定過程への若者
登用促進
【再掲】

0 0 ○
若者支援・男
女共同参画課

やまがた若者顕彰事業
386

(繰越明許含
む）

386 ○
若者支援・男
女共同参画課

やまがた若者地域づく
り参加推進事業

－ 8,293 ○
若者支援・男
女共同参画課

若者活動の周知・情報
発信について
（若者応援ポジティブ
キャンペーン）

0 0 ○
若者支援・男
女共同参画課

医師確保対策費
（ウェルカム山形推進
事業）

2,060 2,434 ●
地域医療対策
課

看護師確保対策費
（看護師等体験セミ
ナー事業）

1,310 1,310 ●
地域医療対策
課

非正規雇用労働者正社
員化・所得向上促進事
業

－ 228,986 ● 雇用対策課

若年者ＵＩターン人材
確保対策事業費

15,170 13,332 ○ 雇用対策課

県内定着・回帰促進事
業費

37,854 18,011 ○ 雇用対策課

元気な女性・若者ビジ
ネス応援事業費

16,568
（繰越明許）

－ ● 農政企画課

スモールビジネス創出
支援事業

－ 8,156 ● 農政企画課

高校生就職支援事業 2,686 2,465 ○ 高校教育課

【新規事業】
　農山漁村の強みである、多様で豊富な農産物などの地域資源を活か
し、女性や若者等の新たなチャレンジにより、付加価値や雇用を生み出
す地域内起業に向けた取組みを支援する。（定額300千円）

　県外の医科大学に進学した県出身医学生を対象に、県の医師確保施策
や県内の研修病院の情報提供を行うことにより、卒後の本県への誘導を
図る。

　県内の中高生を対象に病院等と連携した看護師体験セミナー等を実施
し、地域における看護師等の人材育成・確保及び県内定着を図る。

　教員による企業訪問（求人開拓、卒業生の激励・相談）や卒業１年目
の県内就職者への事後指導を行うことにより、就職促進並びに離職率の
低下を図る。

基本の柱Ⅱ　若者が活躍できる環境づくりの推進　

平成２９年度の実施概要

　山形県にゆかりのある首都圏在住者等をターゲットにした情報発信や
市町村との連携による受入環境の整備などを通して、移住希望者一人ひ
とりのニーズに応じた多様な支援策を展開することにより、本県への移
住の促進を図る。

　「輝けやまがた若者大賞」により、若者の優れた功績・成果や地道な
取組みを顕彰することで、多くの若者を元気付けるとともに自信の創出
を図り、若者が活躍できる風土づくりの推進に資する。

　県審議会等への若者の登用を通して、県政に若者の声を反映し、若者
の県づくりへの参画を促進する。
　随時若者人材リストを整備し、部局等の求めに応じて情報提供を行う
とともに、登用状況について年１～２回調査を実施する。

　平成28年度で終了

　県内外で活躍する山形が大好きな若者や山形で地道に暮らす若者の声
を通して山形の魅力を発信することで、本県での生活にポジティブなイ
メージを提示し、若者が山形での「暮らし、仕事、結婚、子育て」のラ
イフデザインを考える契機とする。

　就職相談・情報提供により就職支援を行う。
　また、就職ガイダンス等の開催により、若者の本県企業への就職に繋
げる。

　若者や女性の県内定着・回帰を促進する就職情報サイトの運営、Ｕ
ターン希望者の活動への助成、地方創生インターンシップ事業、保護者
向け就職セミナー等を実施する。

【新規事業】
　県内の若者の活動を、マスメディア(ラジオ・コミュニティ誌)やイン
ターネット、若者交流会等によりさらに幅広く多くの県民に周知し、若
者が持てる力を十分に発揮し活躍できる環境づくりや、若者の活躍を応
援する機運の醸成を図る。

【新規事業】
　若者の豊かな発想や行動力を地域づくりに活かしていくため、知事が
市町村に赴き、市町村単位で、若者が力を発揮できる環境づくりや地域
課題、定住促進、地域の元気創出策などについて、若者と車座になって
対話を行い、明日の地域創生を考える。

【新規事業】
　若者や女性の非正規雇用労働者の正社員化及び所得向上に向けた企業
への奨励金の創設、求職者に対しての正社員化に向けた総合的な支援、
働き方改革を普及するためのセミナーの開催・アドバイザー派遣の実施
を行う。
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オール置賜による地域
の魅力作りと発信事業

－ 813 ●
置賜総合支庁
総務課連携支
援室

地域コミュニティ活性
化推進事業費（庄内）
（若者への庄内魅力発
信事業）

1,821 2,103 ○
庄内総合支庁
総務課連携支
援室

少年水産教室【再掲】 15 15 ●
庄内総合支庁
水産振興課

水産高校生体験漁業
【再掲】

261 261 ●
庄内総合支庁
水産振興課

　　【施策の方向⑧　多様な活動の推進、つながる機会の拡大】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

社会貢献活動促進基金
活用事業費

37,000 37,000 ● 県民文化課

やまがた県民活動推進
事業費

－ 1,900 ● 県民文化課

若者交流ネットワーク
総合推進事業

1,118
(繰越明許含

む）
－ ○

若者支援・男
女共同参画課

やまがた若者地域づく
り参加推進事業
【再掲】

－ 8,293 ○
若者支援・男
女共同参画課

やまがた若者チャレン
ジ応援事業

10,209
(繰越明許含

む）
10,209 ○

若者支援・男
女共同参画課

やまがたチャレンジ創
業応援事業費

39,941 39,331 ●
中小企業振興
課

生涯学習センター事業 93,251 93,251 ●
文化財・生涯
学習課

いきいきとみんなで暮
らせる地域づくり推進
事業費
（輝くモガティブウー
マン発掘・発信事業）

595 711 ●
最上総合支庁
子ども家庭支
援課

最上の自然環境教育マ
スター養成事業費

355 － ●
最上総合支庁
森林整備課

ＢＥＳＴ！森づくり
リーダー育成事業

－ 398 ●
最上総合支庁
森林整備課

地域コミュニティ活性
化推進事業費（庄内）
（庄内広域連携・交流
支援事業）

1,000 1,000 ●
庄内総合支庁
総務課連携支
援室

出羽庄内公益の森づく
り事業【再掲】

606 477 ●
庄内総合支庁
森林整備課

　基本的方向５　若者のライフステージに応じた総合的な支援

　　【施策の方向⑨　若者の職業的自立、就労支援】

【新規事業】
　最上地域の豊かなみどりと森林を守り、育て、暮らしに活かす、幅広
い森づくり活動を実践する人材を育成する。

【新規事業】
　東北中央自動車道の開通を契機とし、若者をはじめとした住民一人ひ
とりが地域資源を見つめ直し、「オール置賜」で発信しながら地域の活
性化を図るための官民参加型活動組織の設立と運営及び近隣県との連携
の構築と市場調査の実施。

　県民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援するため、生涯学習セン
ターを運営する。（予算額は指定管理料で、分館（洗心庵）を含む。）

　県民の森林環境教育、森林ボランティアを支援し、多様な主体の協働
による庄内海岸林の保全と利活用を促進する。

　住んでいる女性がより活躍できる最上地域とするため、地域活動等に
取組む女性人材を高校生等に対して「ロールモデル」として紹介すると
ともに、発掘した女性らを中心に交流会を開催することでチャレンジし
ている女性のネットワーク化を図る。

　平成28年度で終了

　冊子やＷｅｂ等により、庄内で暮らすことや働くことの魅力を発信
し、若者の地域に定着する意識を醸成する。

　「やまがた社会貢献基金」を活用し、地域課題の解決に取り組むＮＰ
Ｏ法人やボランティア団体への支援を行う。

　庄内地域に住所地、勤務地又は通学地を有する若者等が庄内以外の地
域・団体との連携・交流等により、地域の活性化や課題解決に向けて取
り組む活動を支援し、庄内地域の活性化を促進する。

【新規事業】
　県内の若者の活動を、マスメディア(ラジオ・コミュニティ誌)やイン
ターネット、若者交流会等によりさらに幅広く多くの県民に周知し、若
者が持てる力を十分に発揮し活躍できる環境づくりや、若者の活躍を応
援する機運の醸成を図る。

　若者の主体的な取組みの実現化の機会を提供し、若者の県づくりへの
参画を促進するため、県政課題への対応や地域の活性化に向けた若者ア
イディアを広く募集し、採択された企画に対し「若者チャレンジ応援事
業費補助金」による助成を行う。

　水産高校との共催により、県内中学生を対象に水産に関する初歩的な
学習と実習を行い水産業への理解を深める。

　県内の創業の促進を図るため、若者等を対象としたセミナーの開催や
創業者に対する創業経費の助成等による支援を行う。

　平成28年度で終了

平成２９年度の実施概要

　水産高校のカリキュラムにない本県沿岸漁業の代表的な漁業種類の漁
船に乗船しての漁業体験と青年漁業者との交流会を実施し、本県におけ
る漁業の実態を伝え、水産業への就職意欲を高める。

【新規事業】
　ボランティア団体・ＮＰＯによる情報発信機能の充実により若者をは
じめとする幅広い世代による社会貢献活動を促進する。
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施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

ＩＣＴ利活用推進事業
費

－ 17,614 ● 情報企画課

地域若者人材確保対策
事業費

－ 5,265 ○ 産業政策課

非正規雇用労働者正社
員化・所得向上促進事
業【再掲】

－ 228,986 ● 雇用対策課

若者就職支援センター
事業費

35,162 44,612 ○ 雇用対策課

地域若者サポートス
テーション事業【再
掲】

14,001 14,006 ○ 雇用対策課

若年者ＵＩターン人材
確保対策事業費【再
掲】

15,170 13,332 ○ 雇用対策課

県内定着・回帰促進事
業費【再掲】

37,854 18,011 ○ 雇用対策課

トータルジョブサポー
ト運営事業費

13,727 10,064 ○ 雇用対策課

産業技術短期大学校運
営

296,282 290,230 ○ 雇用対策課

職業能力開発校運営 42,179 35,456 ○ 雇用対策課

産業技術短期大学校新
学科開設準備事業

155,588
（繰越明許

含む）
252,800 ○ 雇用対策課

農林大学校教務費
33,625

(繰越明許含
む)

17,902 ○ 農政企画課

農林大学校人材育成研
修費

17,827 17,776 ● 農政企画課

独立就農総合支援事業 986,070 959,329 ●
農政企画課
農業経営・
担い手支援室

農業士・農業青年活動
支援事業費の一部

1,062 1,062 ○
農業技術環境
課

輝くアグリウーマン育
成事業費

3,400
（繰越明許含

む）
5,938 ○

農業技術環境
課

緑の青年就業準備給付
金事業費

22,805 31,583 ● 林業振興課

建設産業若年従事者育
成支援等事業（スキル
アップ支援）

3,181
（繰越明許含

む）
1,600 ○ 建設企画課

やまがたの木造住宅建
設担い手育成事業（山
形の家づくり「未来の
匠」育成事業）

317の一部 184 ○ 建築住宅課

　ニート等の若者の職業的自立を支援するため、個々のケースに対応し
た具体的な支援プログラムの実施、また、若者自立支援ネットワークの
整備・運営を行う。

　新規就農者の確保・育成に向け、就農準備段階から経営が不安定な就
農直後まで総合的な支援を行う。

　青年農業者に対して指導農業士による農業技術の実践的な指導を実施
するとともに青年農業者自らが行う課題解決に向けたプロジェクト活動
を支援することで本県農業の将来を担う青年農業者の育成を進める。

　林業への就業に向け、県立農林大学校林業経営学科において必要な知
識の習得等を行う学生が、安心して研修に専念できるよう給付金を給付
する。

　産業技術短期大学校において建設業の担い手となる人材を育成する
「土木エンジニアリング科（仮称）」を開設する。

　山形県若者就職支援センターの設置・運営により、若年者の就職につ
いて、地域の学校・企業と連携しながら、高等学校、大学等の在学中か
ら職場定着まで一貫した支援を実施する。

　若手及び女性従事者の大型自動車等運転免許の取得に取り組む企業を
支援し、オペレーター不足の解消と人材の定着を図る。

　職業能力開発校において普通職業訓練を実施する。（人件費を除く）

　平成28年４月から林業経営学科を開設し、農林業の担い手として即戦
力となる、高い専門性と幅広い知識・技術や経営能力を備えた実践的な
人材を育成するカリキュラムの実施（農林大学校養成部における2年間の
教育の実施）。

　多様な人材を発掘し、育て、活かすため農業者等の発展段階に応じた
様々な研修機会を提供し、山形の農業を牽引する人材を育成する。ま
た、平成28年４月の林業経営学科開設に合わせ、新規林業従事者等を対
象とした森林・林業に関する基礎的な研修を行う（農林大学校研修部に
おける研修の実施）。

　学生等に住宅建築とそれに関わる職人の魅力を伝えるセミナーを開催
する。

　活躍が期待される若い女性農業者の経営力向上を支援する研修講座
「アグリウーマン塾」の実施、若手農業者が活き活きと活躍する姿や農
業の魅力を伝える啓発パンフレットを中学2年生向けに配付、孤立しがち
な若い女性農業者が活躍できるようワンストップ相談窓口の設置や地域
学習会の開催を通したネットワークづくり支援などにより、若い女性農
業者の活躍を促進する。

平成２９年度の実施概要

【新規事業】
　若者や女性の非正規雇用労働者の正社員化及び所得向上に向けた企業
への奨励金の創設、求職者に対しての正社員化に向けた総合的な支援、
働き方改革を普及するためのセミナーの開催・アドバイザー派遣の実施
を行う。

　就職相談・情報提供により就職支援を行う。
　また、就職ガイダンス等の開催により、若者の本県企業への就職に繋
げる。

　若者や女性の県内定着・回帰を促進する就職情報サイトの運営、Ｕ
ターン希望者の活動への助成、地方創生インターンシップ事業、保護者
向け就職セミナー等を実施する。

　県内若者等の就職支援を強化するため、県が有する「山形県若者就職
支援センター」・「山形県求職者総合支援センター」の機能と「ハロー
ワーク」が持つ就職マッチング機能を一体的に実施する。

　産業技術短期大学校において高度職業訓練を実施する。（人件費を除
く）

　県内４地域において特に確保が必要とされている人材に向けた情報発
信。

【新規事業】
　県職員の在宅勤務、サテライトオフィス、モバイルワーク及びＷｅｂ
会議などのテレワークが推進されるよう、モバイルＰＣやタブレット等
の機器を整備
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キャリア教育推進事業
【再掲】

5,809 5,805 ○ 高校教育課

最上地域高収益型農業
推進事業費
（もがみねぎ産地・人
材育成強化事業）

20 － ○
最上総合支庁
農業技術普及
課

連携協働による最上の
地域づくり人材育成事
業費
（最上の人材育成定着
促進事業）

442 442 ○
最上総合支庁
保健企画課

魅力ある建設分野への
若手人材啓発事業費

110 110 ○
置賜総合支庁
建設総務課

建設業への若者就業促
進事業

424 320 ○
庄内総合支庁
建設総務課

　　【施策の方向⑩　結婚、子育て、仕事と家庭の両立支援】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

シームレス電子行政推
進事業費(一部）

821 － ● 情報企画課

ＩＣＴ利活用推進事業
費【再掲】

－ 17,614 ● 情報企画課

やまがたハッピーライ
フプロジェクト事業費

75,067 67,774 ● 子育て支援課

共に働き共に育む社会
づくり推進事業費（一
部）

4,258 2,613 ● 子育て支援課

三世代同居情報発信事
業

3,706 － ● 子育て支援課

シニア世代孫育てサロ
ン創設支援事業

4,000
（繰越明許）

－ ● 子育て支援課

地域で支える子育て安
心事業費（一部）

－ 4,768 ● 子育て支援課

「山形みんなで子育て
応援団」地域連携事業
（市町村総合交付金）
【再掲】

3,600 3,600 ● 子育て支援課

特別保育事業費
21,872

（繰越明許含
む）

13,873 ○ 子育て支援課

地域子ども・子育て支
援事業費

526,481 561,141 ○ 子育て支援課

届出保育施設等すこや
か保育事業費

74,191 74,416 ○ 子育て支援課

放課後児童クラブ推進
事業費【再掲】

836,148 845,117 ○ 子育て支援課

　置賜地域の高校生を対象に、建設分野への関心・興味を啓発し、若手
人材の就業促進を図る。
・山形県建設業協会米沢支部が主体で行う現場見学会への補助
・若手・女性技術者による仕事説明会

　平成28年度で終了

　最上地域の小・中学生及び高校生を対象に、地域の医療機関で働く医
師等の医療職を目指した動機ややりがい等について、講話や体験学習等
を行い、動機付けとなる学習会を開催する。また、希望する中高生に対
しフォローアップを行い、継続的に情報提供を行うとともに将来の地元
への就業を促進する。

　保育需要の多様化に対応するため、障がい児保育等の保育サービスを
実施するとともに、延長保育の受入れ体制を充実することにより保育を
支える保育士を支援する。

　多様化する保育ニーズに対応するため、ファミリー・サポート・セン
ター事業や地域子育て支援拠点事業等の市町村における子ども及び子育
て家庭の支援に資する取組みを推進する。

　高校生やその保護者を対象に、地元建設業への関心・興味を啓発し、
若者の就業促進及び地元定着を図る。
・高校生を対象とした建設業の説明会、意見交換会の開催
・保護者向けパンフレットの作成

　入所児童の処遇向上を図るため、届出保育施設等（認可外保育施設）
における0・1歳児及び待機児童の受入れにかかる経費を助成。

　昼間保護者のいない家庭の小学生等の授業終了後や長期休暇等に、遊
びや生活の場を提供し、健全育成活動を行う放課後児童クラブに対し運
営費等を助成し、児童の健全育成と仕事と家庭の両立支援を図る。

　やまがたハッピーライフプロジェクト事業に統合

　望ましい勤労観・職業観を身に付け、地域産業の発展に貢献する高校
生を育成するキャリア教育の推進を図る。

平成２９年度の実施概要

　平成28年度で終了

　地域で支える子育て安心事業に組み替え

　「やまがた出会いサポートセンター」の機能充実、「やまがた縁結び
たい」のボランティア仲人活動への支援により、出会いから結婚までの
継続的かつ総合的な支援の充実・強化を図る。
　学生や社会人を対象としたライフデザインセミナーの開催により若い
世代に対する結婚観や家庭観を醸成を図る。
　若い世代の結婚・新生活を後押しする住居費等の経済的支援を行う。
　子育てを家族間・世代間で支え合う暮らしの良さや県の支援施策等を
テレビＣＭやイベント等を通じてＰＲすることにより、三世代同居・近
居に前向きな意識の醸成を図る。

　企業経営者のネットワーク「やまがた企業イクボス同盟」の活動によ
る男性の家事・育児参画に向けた意識の醸成を図るとともに、「やまが
たイクメン応援サイト」を活用した好事例等の情報発信を行う。

　結婚支援を行う人材育成への支援及び三世代同居や近居を促進する活
動や高齢者の力を活かし、子どもや親子に自然・文化等の多様な体験活
動への支援。

【新規事業】
　県職員の在宅勤務、サテライトオフィス、モバイルワーク及びＷｅｂ
会議などのテレワークが推進されるよう、モバイルＰＣやタブレット等
の機器を整備

　地域での祖父母世代と子どもたちとの世代間交流を定期的・継続的に
行う場の整備に対する支援。
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認定こども園等整備推
進費

1,388,123 950,012 ○ 子育て支援課

放課後児童クラブ整備
推進費

155,061 112,559 ○ 子育て支援課

多子世帯における保育
料負担軽減事業費

44,539 41,676 ○ 子育て支援課

地域で支える子育て安
心事業費（一部）放課
後児童クラブ利用料軽
減事業

－ 71,035 ○ 子育て支援課

私立幼稚園にこにこ子
育て支援事業費

13,735 10,470 ○ 子育て支援課

ひとり親家庭・子ども
の貧困対策総合推進事
業費

40,493 55,996 ● 子ども家庭課

妊娠・出産・子育て安
心生活応援事業

－ 40,235 ● 子ども家庭課

企業等におけるワー
ク･ライフ･バランス推
進事業

12,705 12,703 ●
若者支援・男
女共同参画課

マザーズジョブサポー
トセンター設置運営事
業

26,162 48,688 ●
若者支援・男
女共同参画課

共に働き共に育む社会
づくり推進事業

20,013 15,073 ●
若者支援・男
女共同参画課

女性の雇用環境改善支
援事業費

2,547 － ● 雇用対策課

非正規雇用労働者正社
員化・所得向上促進事
業【再掲】

－ 228,986 ● 雇用対策課

県営住宅に入居する際
の優遇措置

0 0 ● 建築住宅課

生命を次代につなぐ意
識啓発事業 【再掲】

206 － ○ 高校教育課

むらやま広域婚活事業
（広域婚活の展開）

338 338 ○
村山総合支庁
子ども家庭支
援課

むらやま広域婚活事業
（むらやま若者婚活人
づくり事業）

632 734 ○
村山総合支庁
子ども家庭支
援課

むらやま子育てサポー
トふれあい体験事業

700 700 ○
村山総合支庁
子ども家庭支
援課

関係機関のネットワー
クを活用した結婚支援
活動の推進

0 0 ○
置賜総合支庁
福祉課

庄内若者ライフデザイ
ン形成応援事業

356 － ○
庄内総合支庁
子ども家庭支
援課

庄内若者ハッピーライ
フ推進事業

－ 56 ○
庄内総合支庁
子ども家庭支
援課

　ひとり親家庭の県営住宅への入居に際し、入居条件等の優遇措置によ
り支援する（抽選確率の優遇、連帯保証人１名で可、等）。

　置賜地域広域行政事務組合、管内市町との連携により、置賜全域を対
象とするイベントなどの婚活推進活動を支援。

　管内市町職員等を対象とした研修会等を実施するとともに管内市町と
の連携による広域婚活事業を展開(広域婚活の展開）。

　若者が主体となった婚活事業推進のための人材づくり、組織づくりの
支援のため、婚活支援を体験する事業などを実施。

　高校生を対象に、乳幼児や子育て中の親とのふれあい交流体験及び子
育て支援体験の機会を提供。

　非正規雇用労働者正社員化・所得向上促進事業に統合

　庄内地域行政・結婚支援団体の連絡会を開催する。
　市町と県との連携による広域結婚支援事業を実施する。

　認定こども園の計画的な整備により新たな保育ニーズに対応するとと
もに、子育て家庭が安心して子どもを育てることができる体制の整備を
図る。

　放課後児童クラブの計画的な整備により、児童に県健全な遊びを与え
て、その健康を増進し、また情操を豊かに放課後児童クラブの設置促進
を図る。

　私立幼稚園に同時に２人以上在園している世帯の保育料を軽減する。

　結婚・出産・育児等の理由で離職している女性の再就職支援のため、
マザーズジョブサポート山形の運営による女性の就労相談、仕事と子育
ての両立に関する情報提供・託児サービスの提供等によるワンストップ
支援に加え、マザーズサポート庄内を開設し、女性の就労支援を強化す
る。また県内各ハローワークと協力し出張相談を開催する。

　企業等におけるワーク・ライフ・バランスを推進するため、山形いき
いき子育て応援企業の登録・認定や、各種奨励金の交付、ワーク・ライ
フ・バランス優良企業知事表彰等を実施する。

　ひとり親家庭の親子が自立し、安心して暮らすことができるよう、就
労支援をはじめ、子育て・生活、子どもの教育、経済的な面も含め総合
的に支援を行うとともに、子どもの貧困対策の推進を図る。

【新規事業】
　妊娠・出産・子育てに対する不安感を解消するため、生まれてくる赤
ちゃんと子育て家庭を社会全体で応援するメッセージを贈るとともに、
子育て世代包括支援センターの体制充実など、妊娠期から出産期、子育
て期にわたる切れ目のない支援を充実する。

　多子世帯における保育料負担軽減のため、認可保育所・届出保育施設
（認可外保育施設）など施設の種別に関わらず、同時入所している場合
に保育料を軽減する。

【新規事業】
　経済的理由から放課後児童クラブの利用を断念することがないよう、
低所得世帯及び兄弟姉妹で同時利用している世帯における利用料を軽減
する。

　平成28年度で終了

　平成28年度で終了

【新規事業】
　働き方改革推進アドバイザーの常用雇用規模100人以下の企業訪問によ
る育児・介護休業法等の法制度の周知啓発及び各種支援制度の周知、相
談・助言の実施。

　女性の活躍や男女が共に働き共に育む社会づくり推進の観点から、女
性自身や企業、社会全体の意識改革及び男性も家事・育児への参画が可
能となる労働環境づくりを推進する。
○中堅職員を対象とした女性管理職養成プログラムの開催（１地区）
○「やまがたイクメン応援サイト」を活用した情報発信
○女性活躍応援フォーラムの開催（新規）
〇やまがたウーマノミクス・ネットワーク形成事業の実施（新規）
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　基本的方向６　様々な状況ごとの相談と支援の充実

　　【施策の方向⑪　ニート、ひきこもり、不登校の子ども・若者の支援】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

私立高等学校等学び直
し支援費補助金

220 100 ○ 学事文書課

地域若者安心生活構築
推進事業【再掲】

29,085 29,085 ○
若者支援・男
女共同参画課

ひきこもり相談支援事
業

5,083 5,258 ○ 障がい福祉課

地域若者サポートス
テーション事業【再
掲】

14,001 14,006 ○ 雇用対策課

公立高等学校等学び直
し支援費補助金

182 649 ○ 教育庁総務課

青少年環境教育事業 2,945 2,591 ○
文化財・生涯
学習課

チーム学校による相談
体制の充実強化

159,652 177,852 ○
教育庁総務課
義務教育課
高校教育課

定通課程における支
援・相談体制構築事業

4,036 3,965 ○ 高校教育課

ひきこもりからの再ス
タート支援事業

1,260 － ○
村山総合支庁
保健企画課

ひきこもり対応地域支
援力アップ事業

－ 1,876 ●
村山総合支庁
保健企画課

ひきこもり等の支援事
業

0 0 ●
置賜総合支庁
地域保健予防
課

少年サポート
　　センター事業
　　【再掲】

0 0 ○
警察本部少年
課

　　【施策の方向⑫　障がいのある子ども・若者の支援】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

私立高等学校特別支援
教育推進事業

21,600 15,600 ○ 学事文書課

特別保育事業費（一
部）障がい児保育事業

3,405 2,906 ○ 子育て支援課

私立学校一般補助金
（一部）私立幼稚園特
別支援教育運営費補助
金

85,064 85,848 ○ 子育て支援課

　公立高等学校等に再入学し、就学支援金の受給資格期間（３６ヶ月
間）を超えた生徒に対し、就学支援金と同等額を補助する。

　フリースクール等に通う中学生や高校生等を対象とした飛島での体験
型環境教育プログラムを開発・実践することで、課題に自ら取り組める
人材の育成を図る。

　チーム学校による児童生徒の問題行動や家庭環境等に関する相談体制
の充実強化を図る。

　進路アドバイザー、キャリアカウンセラーを配置することで、定時
制・通信制課程の高校生が、社会力を向上させ、進路希望を実現するた
めの支援体制を構築する。

　社会参加に困難を有する若者への自立に向けた支援を行うＮＰＯ等と
の協働により若者相談支援拠点を設置するとともに、民生・児童委員や
関係機関と連携した地域ネットワーク（山形県子ども・若者支援地域協
議会等）の形成により、ひきこもり等社会生活に参加するうえで困難を
有する若者が安心して生活できる体制づくりを進める。

基本の柱Ⅲ　困難を有する子ども・若者や家族への支援　

平成２９年度の実施概要

　私立高等学校等に再入学し、就学支援金の受給資格期間（３６ヶ月
間）を超えた生徒に対し、就学支援金と同等額を補助する。

平成２９年度の実施概要

　街頭補導活動、少年相談活動、非行少年・被害少年等に対する継続的
なサポート活動、薬物乱用防止活動、広報啓発活動、情報提供活動等を
展開し、少年非行防止を図る。

　私立幼稚園における障がい児の受入れに対して教育費の一部を助成す
る。

　児童館、へき地保育所及び届出保育施設における障がい児の受入れに
対して助成する。

　ひきこもり相談支援窓口「自立支援センター巣立ち」において本人や
家族に対して相談支援を行い、早期に適切な支援につながるよう支援体
制の充実を図るとともに、各関係機関との連携強化や、ひきこもりに対
する正しい理解が深まり、より多くの方の支援につながるよう普及・啓
発を行う。

　私立高校が、特別支援教育支援員を配置する場合に補助する。

　ひきこもり等に対して適切な支援を行うために、地域の関係機関によ
る事例検討会等を開催し、関係機関の連携促進と技術力の向上を図る。

　ニート等の若者の職業的自立を支援するため、個々のケースに対応し
た具体的な支援プログラムの実施、また、若者自立支援ネットワークの
整備・運営を行う。

　平成28年度で終了

【新規事業】
　ひきこもりの相談支援体制を強化するため、身近な相談窓口である市
町やNPO等関係職員の対応スキル向上に向けた人材育成を行うとともに、
精神科医師・保健師による個別相談、家族教室等を開催する。
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児童保護費 554,049 671,394 ○ 障がい福祉課

自立支援医療給付事業 1,800,931 1,685,418 ● 障がい福祉課

重度心身障がい（児）
者医療給付事業

1,193,102 1,171,037 ● 障がい福祉課

発達障がい者支援体制
整備事業

29,572 28,850 ● 障がい福祉課

特別支援教育推進事業 13,646 5,577 ●
義務教育課特
別支援教育室

いきいきとみんなで暮
らせる地域づくり推進
事業費
（最上地域発達障がい
児等相談支援事業）

260 264 ○
最上総合支庁
子ども家庭支
援課

誰もが安心して暮らせ
る地域づくり推進事業
費（安心子育て支援事
業）

205 205 ●
置賜総合支庁
地域保健予防
課

母子保健推進強化事業
（庄内地域療育連絡
会）

89 77 ○
庄内総合支庁
子ども家庭支
援課

気になる子の療育支援
事業

77 86 ○
庄内総合支庁
子ども家庭支
援課

　　【施策の方向⑬　非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

“いじめ・非行をなく
そう”やまがた県民運
動事業【再掲】

3,863 3,852 ○
若者支援・
男女共同参画
課

チーム学校による相談
体制の充実強化【再
掲】

159,652 177,852 ○
教育庁総務課
義務教育課
高校教育課

少年サポート
　　センター事業
　　【再掲】

0 0 ○ 警察本部少年課

非行のない地域社会づ
くり事業

173 173 ○ 警察本部少年課

　　【施策の方向⑭　子どもの貧困問題への対応、虐待、性犯罪等被害防止】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

私立高等学校等授業料
軽減事業費

232,475 289,375 ○ 学事文書課

　療育支援者に対し、気になる子の療育能力向上を図るための研修会
や、確実な実践力をつけるために個々の実例に関して事例検討会を開催
する。

　チーム学校による児童生徒の問題行動や家庭環境等に関する相談体制
の充実強化を図る。

　街頭補導活動、少年相談活動、非行少年・被害少年等に対する継続的
なサポート活動、薬物乱用防止活動、広報啓発活動、情報提供活動等を
展開し、少年非行防止を図る。

　発達障がい児の支援者である保育所・幼稚園の保育士等に対し、小児
科医師等が巡回し、具体的な対応方法等について継続的な助言を行うこ
とで、知識の習得と技術の一層の向上を図る。

　全体会連絡会1回：母子保健施策の効果的な推進を図るため、医療機関
や保健、福祉、教育機関等により検討を行う。
　事例検討会15回：5か所の医療機関において、事例検討・情報交換を行
う。

　障がいのある子どもの指導支援事業、幼児やその保護者への相談事
業、また適切な就学の一層の推進を図る。

　発達障がい児等を支援するため、支援者を対象とする理解促進を図る
ための研修会を開催するとともに、発達障がい者支援センターに地域支
援マネジャーを配置し、地域支援ネットワーク機能の強化を図る。
　４圏域それぞれの基幹となる児童発達支援事業所に「早期からの親子
サポーター」を配置し、地域療育力強化のための取り組みや、やまがた
サポートファイルの作成支援研修会及び家族支援体制の充実を図る。

　障がい(児)者の心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活
又は社会生活を営むために必要な医療に要する経費の公費負担を行う。

　児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業、障害児相談支援事
業、障害児入所支援事業を実施する。

平成２９年度の実施概要

　発達が気になる乳幼児等の支援者に対する個別助言指導（子育て支援
スーパーバイズ）を実施するとともに、置賜地域における療育支援体制
の構築を図る。

　経済的理由により修学が困難となる世帯の修学費用の負担軽減を図
る。

　いじめの防止・根絶に向け、教育関係者と県・警察及び地域の青少年
健全育成関係団体が連携し、“いじめ・非行をなくそう”やまがた県民
運動を展開する。

　少年の健全育成を図るため、支援を必要としている問題を抱えた少年
に対して手を差し伸べ、少年の規範意識の向上や社会との絆の強化を図
るため少年を見守る社会気運を醸成する。

平成２９年度の実施概要

　身体上又は精神上著しい障がいを持つ者の医療を確保するため、重度
心身障がい(児)者の保険診療に係る自己負担額について、市町村が助成
する事業に要する経費に対し補助する。
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私立高等学校等奨学給
付金

144,158 144,869 ○ 学事文書課

性犯罪被害者のワンス
トップ相談センターの
設置

2,632 4,019 ● くらし安心課

ひとり親家庭・子ども
の貧困対策総合推進事
業費
【再掲】

40,493 55,996 ● 子ども家庭課

児童扶養手当の支給 787,653 810,218 ● 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金
事業

343,503 400,511 ● 子ども家庭課

児童手当の支給 2,524,586 2,468,696 ● 子ども家庭課

やまがた妊娠・出産サ
ポート拠点づくり促進
事業

34,304 － ● 子ども家庭課

妊娠・出産・子育て安
心生活応援事業【再
掲】

－ 40,235 ● 子ども家庭課

児童虐待対応強化推進
事業

1,756 2,613 ● 子ども家庭課

児童家庭支援センター
運営事業

18,526 18,526 ○ 子ども家庭課

修学旅行支度援助費 680 550 ○
地域福祉推進
課

子どもの学習支援事業
（生活困窮者自立支援
事業の一部）

24,000 24,000 ○
地域福祉推進
課

高等学校等就学支援金
制度

2,056,488 2,086,259 ○ 教育庁総務課

チーム学校による相談
体制の充実強化【再
掲】

159,652 177,852 ○
教育庁総務課
義務教育課
高校教育課

定通課程における支
援・相談体制構築事業
【再掲】

4,036 3,965 ○ 高校教育課

高等学校等奨学金貸付
事業

617,463 610,501 ○ 高校教育課

奨学のための給付金事
業

216,411 234,884 ○ 高校教育課

定時制・通信制課程修
学資金

1,680 1,512 ○ 高校教育課

児童虐待への適切な対応 0 0 ○ 警察本部少年課

　就学支援金を支給し、授業料負担を軽減させる。

　働きながら山形県立高等学校の定時制の課程又は通信制の課程で学ぶ
生徒の教育の機会の均等を図ることを目的に、経済的理由により著しく
修学が困難な者へ修学資金を貸与する。

　生活保護世帯及び生活困窮者世帯の子どもを対象とし、学力の向上の
ための学習支援や学習の場所･機会の提供などを通じ、高等学校等への進
学及び卒業を支援することで子どもの社会的自立を促し、貧困の連鎖の
防止を図る。

　生活保護世帯の中学生が、宿泊を伴う修学旅行に参加する際の衣類・
身の回り品の購入等が家計に及ぼす影響を考慮し、この負担を軽減する
ための支度援助費を支給する。

　児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応、適切な保護、アフターケ
アに至る切れ目のない支援を行う。(児童虐待防止キャンペーンの実施
等）

　児童の安全確認と安全確保を徹底し、児童相談所への通告等をはじ
め、緊急性、危険性の判断に基づく適切な警察措置を行うとともに、関
係機関との連携と情報の共有化を図る。

　チーム学校による児童生徒の問題行動や家庭環境等に関する相談体制
の充実強化を図る。

　児童に関する家庭等からの相談に対応する児童家庭支援センターを民
間法人に委託し設置する（県内シオン、チェリーの２箇所）。

　母子家庭等に対し、生活資金や修学資金などの資金の無利子又は低利
での貸付を行う。

　中学校終了前の児童・生徒の養育者に対する手当を給付する。

　関係機関・団体等と連携し、性犯罪等の被害者からの相談対応や必要
な支援を提供する「やまがた性暴力被害者サポートセンター（べにサポ
やまがた）」を運営し、被害者の心身回復や被害の潜在化の防止を図
る。

　ひとり親家庭の親子が自立し、安心して暮らすことができるよう、就
労支援をはじめ、子育て・生活、子どもの教育、経済的な面も含め総合
的に支援を行うとともに、子どもの貧困対策の推進を図る。

【新規事業】
　妊娠・出産・子育てに対する不安感を解消するため、生まれてくる赤
ちゃんと子育て家庭を社会全体で応援するメッセージを贈るとともに、
子育て世代包括支援センターの体制充実など、妊娠期から出産期、子育
て期にわたる切れ目のない支援を充実する。

　18歳までの子どもを養育するひとり親家庭等の養育者に対する手当を
給付する。

　経済的理由により修学が困難となる世帯に対し、授業料以外の教育費
負担軽減を図る。

　進路アドバイザー、キャリアカウンセラーを配置することで、定時
制・通信制課程の高校生が、社会力を向上させ、進路希望を実現するた
めの支援体制を構築する。

　平成28年度で終了

　経済的な理由で修学が困難な世帯の生徒が、意欲的に勉学に励むこと
ができるように、奨学金を貸与する。

　低所得世帯の生徒が、学業を断念することがないように、奨学のため
の給付金を支給し教育費の負担を軽減させる。
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少年サポート
　　センター事業
　　【再掲】

0 0 ○ 警察本部少年課

性犯罪被害者に対する
検査費用等の公費支出
による支援

143 104 ●
警察本部警務
課

犯罪被害者等に対する
精神科医受診料等の公
費支出による支援

17 268 ●
警察本部警務
課

犯罪被害者等に対する
被害者支援カウンセ
ラーによる支援

1,940 1,940 ●
警察本部警務
課

　　【施策の方向⑮　外国にルーツを持つ等特に配慮が必要な子ども・若者の支援】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

国際交流センター管理
運営費

24,786 24,786 ●

インバウン
ド・国際交流
推進課
国際交流室

　基本的方向７　安心して生活できる体制の構築

　　【施策の方向⑯　総合的な相談・支援体制の確立】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

地域若者安心生活構築
推進事業
【再掲】

29,085 29,085 ○
若者支援・男
女共同参画課

男女共同参画センター
事業【再掲】

29,909 29,907 ●
若者支援・男
女共同参画課

生活困窮者自立支援事
業費

98,842 98,319 ●
地域福祉推進
課

地域自殺対策緊急強化
事業

32,590 19,256 ●
地域福祉推進
課

救急電話相談事業費
(一部)

22,770 22,401 ○
地域医療対策
課

小児救急医療体制整備
事業費

26,891 26,450 ○
地域医療対策
課

周産期医療対策費 130,159 120,543 ○
地域医療対策
課

少年サポート
　　センター事業
　　【再掲】

0 0 ○ 警察本部少年課

  犯罪被害者等の精神科医等による診療・カウンセリングの経費を公費
で支出し、経済的負担を軽減する。

　社会参加に困難を有する若者への自立に向けた支援を行うＮＰＯ等と
の協働により若者相談支援拠点を設置するとともに、民生・児童委員や
関係機関と連携した地域ネットワーク（山形県子ども・若者支援地域協
議会等）の形成により、ひきこもり等社会生活に参加するうえで困難を
有する若者が安心して生活できる体制づくりを進める。

　街頭補導活動、少年相談活動、非行少年・被害少年等に対する継続的
なサポート活動、薬物乱用防止活動、広報啓発活動、情報提供活動等を
展開し、少年非行防止を図る。

平成２９年度の実施概要

　男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画センターにおいて研
修、団体活動支援、情報の収集・提供、相談等の事業を展開する。

　総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの運営
費に対する支援や医療従事者に対する研修事業等の実施により、県内の
周産期医療体制の充実・強化を図る。

　街頭補導活動、少年相談活動、非行少年・被害少年等に対する継続的
なサポート活動、薬物乱用防止活動、広報啓発活動、情報提供活動等を
展開し、少年非行防止を図る。

　小児救急医療支援事業(オンコール体制)、小児救急地域医師研修事
業、小児救急医療啓発事業、県民参加型の小児救急に係る意見交換会を
実施する。

　生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者が困窮状態から早期に脱
却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相
談支援等を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る。

　小児の発熱等があった場合に、専門的な知識と経験を踏まえながら看
護師又は小児科医から適切なアドバイスを行う電話相談事業を実施す
る。

　県内在住外国人に対する生活支援の一環として、外国人のための相談
窓口を設置し、外国人も暮らしやすい環境づくりを推進するもの。
（対応言語：日本語、英語、中国語、ポルトガル語、韓国語、朝鮮語、
タガログ語）

  警務課犯罪被害者支援室に被害者支援カウンセラーを配置し、カウン
セリング等により犯罪被害者等の精神的被害を軽減する。

  性犯罪被害者の初診料、検査費用、緊急避妊投薬料費等を公費で支出
し、経済的負担を軽減する。

平成２９年度の実施概要

　若年者やハイリスク者に重点を置いた自殺対策を推進するとともに、
インターネットによる相談支援、自殺予防に関する普及啓発、人材育成
等を継続して実施する。
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　　【施策の方向⑰　重層的な子ども・若者支援ネットワークの構築】

施策・事業名
平成２８年度
当初予算額
（千円）

平成２９年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

地域若者安心生活構築
推進事業
【再掲】

29,085 29,085 ○
若者支援・男
女共同参画課

民生委員・児童委員活
動

190,360 192,896 ●
地域福祉推進
課

ひきこもりからの再ス
タート支援事業【再
掲】

1,260 － ○
村山総合支庁
保健企画課

ひきこもり対応地域支
援力アップ事業【再
掲】

－ 1,876 ●
村山総合支庁
保健企画課

少年サポート
　　センター事業
　　【再掲】

0 0 ○ 警察本部少年課

　街頭補導活動、少年相談活動、非行少年・被害少年等に対する継続的
なサポート活動、薬物乱用防止活動、広報啓発活動、情報提供活動等を
展開し、少年非行防止を図る。

平成２９年度の実施概要

　平成28年度で終了

【新規事業】
　ひきこもりの相談支援体制を強化するため、身近な相談窓口である市
町やNPO等関係職員の対応スキル向上に向けた人材育成を行うとともに、
精神科医師・保健師による個別相談、家族教室等を開催する。

　社会参加に困難を有する若者への自立に向けた支援を行うＮＰＯ等と
の協働により若者相談支援拠点を設置するとともに、民生・児童委員や
関係機関と連携した地域ネットワーク（山形県子ども・若者支援地域協
議会等）の形成により、ひきこもり等社会生活に参加するうえで困難を
有する若者が安心して生活できる体制づくりを進める。

　民生委員・児童委員、民生委員児童委員協議会の活動費等を負担する
とともに、研修を実施し、その効果的な活動、運営を図る。
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