
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２９年度
当初予算額
（千円）

平成３０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

100 100 ○ 学事文書課

地域若者安心生活構築
推進事業【再掲】

29, 085 32, 518 ○
若者活躍・男
女共同参画課

ひきこもり相談支援事
業

5, 258 6, 425 ○ 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, 006 13, 977 ○ 雇用対策課

公立高等学校等学び直
し支援費補助金

649 1, 277 ○ 教育庁総務課

青少年環境教育事業 2, 591 2, 562 ○
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

177, 852 177, 749 ○
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

3, 965 － ○ 高校教育課

キャリアカウンセラー
派遣事業

－ 1, 214 ○ 高校教育課

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

ひきこもりからの再出
発サポート事業

－ 780 ●
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
地域保健福祉
課

ひきこもり等相談支援
事業

0 0 ●
庄内総合支庁
地域保健福祉
課

少年サポート
　　センター事業
　　【再掲】

70 70 ○
警察本部少年
課

【新規事業】
　各県立高校へキャリアカウンセラーを派遣し、進路選択へ課題を抱え
る生徒へキャリアカウンセリングやソーシャルスキルトレーニングを実
施する。

　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。

【新規事業】
　ひきこもり者の社会的自立を促進するため、ひきこもり者及び家族に
対する支援として、精神科医師・保健師による個別相談、家族教室、家
族交流会を開催する。

　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。

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３０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。

　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。

　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、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。
 また、ひきこもり相談支援者専門研修の開催により、支援者の技術向上
と、支援者同士の連携強化を図る。

　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、関係機関、団
体、市町村等と連携した地域支援ネットワーク（山形県子ども・若者支
援地域協議会等）を形成し、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。また、困難を有する若者に関する全県調査を実施
し、最新の実態把握を行う。

　本人や家族に対して電話や面接･訪問等で相談支援を行うとともに、各
関係機関との連携を強化し、ひきこもりに対する正しい理解が深まり、
早期に適切な支援につながるよう支援の充実を図る。

　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。

　平成29年度で終了

　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。

　平成29年度で終了
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【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２９年度
当初予算額
（千円）

平成３０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

15, 600 15, 879 ○ 学事文書課

特別保育事業費（一
部）障がい児保育事業

2, 906 4, 070 ○ 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, 848 98, 784 ○ 子育て支援課

児童保護費 671, 394 780, 620 ○ 障がい福祉課

自立支援医療給付事業 1, 685, 418 1, 758, 551 ● 障がい福祉課

重度心身障がい（児）
者医療給付事業

1, 171, 037 1, 088, 447 ● 障がい福祉課

発達障がい者支援体制
整備事業

28, 850 17, 783 ● 障がい福祉課

特別支援教育推進事業 5, 577 10, 974 ●
義務教育課
特別支援教育
室

母子保健推進強化事業
（ペアレントサポート
講座）

－ 263 ○
村山総合支庁
子ども家庭支
援課

多様な主体が支えあう
最上の環境づくり推進
事業
（最上地域発達障がい
児等相談支援事業）

264 264 ○
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
子ども家庭支
援課

母子保健推進強化事業
（庄内地域療育連絡
会）

77 0 ○
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

86 0 ○
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２９年度
当初予算額
（千円）

平成３０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, 852 3, 852 ○
若者活躍・
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】

177, 852 177, 749 ○
教育庁総務課
義務教育課
高校教育課

　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。

　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。

　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おいて、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。
　身近な医療機関で発達障がいに関する診療や助言等を受けることがで
きる環境整備に向け、かかりつけ医等を対象とした研修会を開催する。

　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３０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。

平成３０年度の実施概要

　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。

　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。

　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。

　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。

【新規事業】
　発達障がいもしくはその傾向のある子どもを持つ保護者や育児不安が
強い保護者及びその支援者を対象に、保護者の適切な養育行動の習得と
支援者の相談スキル向上を目的に継続的な講座を開催する。

　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。
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少年サポート
　　センター事業
　　【再掲】

70 70 ○ 警察本部少年課

非行のない地域社会づ
くり事業

103 142 ○ 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２９年度
当初予算額
（千円）

平成３０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

289, 375 351, 336 ○ 学事文書課

私立高等学校等奨学給
付金

144, 869 146, 225 ○ 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

4, 019 4, 396 ● 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】

55, 996 58, 202 ● 子ども家庭課

児童扶養手当の支給 810, 218 751, 733 ● 子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資金
事業

400, 511 330, 432 ● 子ども家庭課

児童手当の支給 2, 468, 696 2, 376, 562 ● 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 50, 171 ● 子ども家庭課

児童虐待対応強化推進
事業

2, 613 2, 077 ● 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 550 590 ○
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, 086, 259 2, 063, 816 ○ 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】

177, 852 177, 749 ○
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】

3, 965 － ○ 高校教育課

　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。

　平成２９年度で終了

　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）

　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。

　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３０年度の実施概要

　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。

　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、子育て
期にわたる切れ目のない支援の充実を図る。

　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。

　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。

　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。

　就学支援金を支給し、授業料負担を軽減させる。

　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。

　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）。

　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。
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高等学校等奨学金貸付
事業

610, 501 574, 626 ○ 高校教育課

奨学のための給付金事
業

234, 884 227, 038 ○ 高校教育課

定時制・通信制課程修
学資金

1, 512 1, 176 ○ 高校教育課

キャリアカウンセラー
派遣事業【再掲】

－ 1, 214 ○ 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

少年サポート
　　センター事業
　　【再掲】

70 70 ○ 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

104 71 ●
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

268 268 ●
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, 932 ●
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２９年度
当初予算額
（千円）

平成３０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, 498 ●

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２９年度
当初予算額
（千円）

平成３０年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

性犯罪被害者のワンス
トップ相談センターの
設置【再掲】

4, 019 4, 396 ● くらし安心課

地域若者安心生活構築
推進事業【再掲】

29, 085 32, 518 ○
若者活躍・男
女共同参画課

男女共同参画センター
事業【再掲】

29, 907 29, 904 ●
若者活躍・男
女共同参画課

生活困窮者自立支援事
業費

98, 319 91, 662 ●
地域福祉推進
課

地域自殺対策緊急強化
事業

19, 256 20, 325 ●
地域福祉推進
課

【新規事業】
　各県立高校へキャリアカウンセラーを派遣し、進路選択へ課題を抱え
る生徒へキャリアカウンセリングやソーシャルスキルトレーニングを実
施する。

平成３０年度の実施概要

　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。

  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。

　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）

　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。

　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。

　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。

　山形県自殺対策計画に基づき、若年者や高齢者、生活困窮者等に重点
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、自殺対策に関する普及啓発、人材育成等を継続して実施する。

  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、関係機関、団
体、市町村等と連携した地域支援ネットワーク（山形県子ども・若者支
援地域協議会等）を形成し、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。また、困難を有する若者に関する全県調査を実施
し、最新の実態把握を行う。

　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。

　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３０年度の実施概要

　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。
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救急電話相談事業費
(一部)

22, 401 22, 401 ○
地域医療対策
課

小児救急医療体制整備
事業費

26, 450 26, 343 ○
地域医療対策
課

周産期医療対策費 120, 543 120, 462 ○
地域医療対策
課

少年サポート
　　センター事業
　　【再掲】

70 70 ○ 警察本部少年課

【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２９年度
当初予算額
（千円）

平成３０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 32, 518 ○
若者活躍・男
女共同参画課

民生委員・児童委員活
動

192, 896 192, 896 ●
地域福祉推進
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

ひきこもりからの再出
発サポート事業
 【再掲】

－ 780 ●
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】

70 70 ○ 警察本部少年課

【新規事業】
　ひきこもり者の社会的自立を促進するため、ひきこもり者及び家族に
対する支援として、精神科医師・保健師による個別相談、家族教室、家
族交流会を開催する。

　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。

　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、関係機関、団
体、市町村等と連携した地域支援ネットワーク（山形県子ども・若者支
援地域協議会等）を形成し、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。また、困難を有する若者に関する全県調査を実施
し、最新の実態把握を行う。

　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を実施する。

　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。

　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３０年度の実施概要

　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。

　平成29年度で終了

　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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