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令 和 ２ 年 度 当 初 予 算 ⼦ 育 て 推 進 部 に お け る 主 要 施 策 の 体 系 令 和 ２ 年 ２ 月

子 育 て 推 進 部

１ 若者が活躍できる環境づくりの推進

(1)子ども・若者の健やかな育成と自立の促進
○ 「大人が変われば子どもも変わる」県民運動による青少年の健全育成のための取組みの推進

○ いじめ・非行の防止・根絶に向けた「“いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動」の展開

(2)未来を拓く子ども・若者の応援
★ 若者の交流・協働の場の創出による若者活動の活性化及び裾野拡大

★ 「やまがた若者応援大使（仮称）」による、県内若者の活躍や山形暮らしの魅力の県内外への発信

(3)困難を有する子ども・若者や家族への支援
○ ＮＰＯ等と連携した社会生活を円滑に営む上で困難を有する若者や家族のための相談支援拠点の運営

２ 結婚支援の充実・強化

(1)出会いから結婚までの継続的かつ総合的な支援

○ 「やまがた出会いサポートセンター」の運営と「やまがた縁結びたい」のボランティア仲人活動への支援

★ 理・美容店など地域の身近なところで結婚を応援する活動への支援

★ 県外の女性を呼び込む出会いイベントの開催等による出会い・結婚支援

(2) 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

★ 若者目線の「やまがた暮らし」をテーマとした動画制作と同世代に向けた情報発信

３ 子育て支援の充実・強化

(2)子育て家庭等に対する経済的支援
○ 多子世帯及び低所得世帯における放課後児童クラブ利用料の負担軽減

○ 幼児教育・保育の無償化への対応

○ 子育て支援医療給付事業や未熟児養育医療給付事業等への助成、小児慢性特定疾病児童等に対する医療
給付

(1)安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり
◎ 妊娠から出産、子育てに関する支援情報等を総合的に提供する子育て応援サイト（スマートフォン対応）の運営

と、県内外への「子育てするなら山形県」の情報発信

○ 母子保健コーディネーターの養成及び子育て世代包括支援センターの運営支援

★ 「もう１人」の出産希望を実現する特定不妊治療費に係る経費の支援

★ 多胎家庭等への育児サポーター派遣支援及び育児サポーター養成研修

○ 妊娠・出産・育児等に関する相談・支援、未熟児や小児慢性特定疾病児童等に対する支援

(1)ひとり親家庭への総合的支援と貧困の世代間連鎖を防止するための支援の充実

○ 子ども食堂等に取り組む団体に対する運営経費の助成と相談・支援体制の整備による子どもの居場所づくりの推進

★ ひとり親家庭の県外からの移住促進と、安定し自立した生活を送るための住まい・生活から就労までの一体的な支援

◎ 就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対する養成機関への入学から就職までの切れ目のない支援

◎ ひとり親家庭応援センターにおける市町村等関係機関と連携した総合的な相談・支援、庄内地区の出張相談の充実

○ ひとり親家庭等医療給付事業への助成、児童扶養手当の支給と母子父子寡婦福祉資金の貸付

(2)保護や支援を要する子どもの養育環境の整備

○ 児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応から適切な保護指導、アフターケアに至るまでの切れ目のない対策の
推進、里親支援など社会的養護体制の充実

★ 県立児童自立支援施設の整備に向けた基本・実施設計

○ 児童養護施設の入所者等に対する私立高校入学時納付金や運転免許取得費等の助成

★ 山形県内に就職を希望する児童養護施設等の退所者に対する経済的支援

○ 児童養護施設退所者等に対する進学・就職・資格取得等に要する資金の貸付

５ 子育てと仕事の両立支援の推進

(1)待機児童解消と保育サービス等の充実

○ 低年齢児受入れのための認可保育施設の整備による低年齢児受入れ枠拡大の加速

○ 経験年数・技能に応じた保育士等の処遇改善、保育士修学資金や潜在保育士就職準備金の貸付、県外保育士

養成校生の県内保育施設への就職支援など保育人材確保のための取組強化

★ 幼稚園教諭及び保育士の業務負担を軽減するため、幼稚園の園務改善システム導入経費への支援や保育所等

へのICT導入啓発セミナーの開催、保育補助者の雇用に要する経費の助成

○ 認定こども園、保育所、私立幼稚園、放課後児童クラブ等の整備・運営等への助成

凡例：★新規 ◎拡充 ○継続

４ 特に支援を必要とする子どもや家庭等への支援の充実・強化

○ ファミリー・サポート・センター事業や一時預かり事業、延長保育事業、病児・病後児保育事業等による多様な保育
ニーズへの対応

(2)地域で支える子育て支援の充実
○ 「山形みんなで子育て応援団」による県民総ぐるみの子育て応援の推進

○ やまがた子育て応援パスポートなど、地域や企業の参画によるパパ・ママ応援の環境づくりの推進

★ 夫婦で子育ても仕事も楽しむための若い世代に求められる情報の発信

★ シニア層（高齢者）の他孫（たまご）育てによる地域で子育てを支える環境づくり

６ 男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの推進

(1)男女共同参画の推進

○ 男女共同参画推進員による出前講座の開催

○ 「山形県男女共同参画センター（チェリア）」における研修、団体活動支援、相談、情報提供等の実施

(2)女性活躍の推進

○ 女性の活躍及び職場環境の整備を推進するための「やまがた女性活躍応援連携協議会」の開催

◎ マザーズジョブサポート山形・庄内における女性の就労相談、仕事と子育ての両立のための情報提供、託児
サービスの提供などによるワンストップ支援の実施、職場復帰・キャリアデザインセミナーの開催

○ 多様な分野で活躍するビジネスウーマン交流会（女性のキャリア形成）の開催

○ 企業における女性活躍を推進する「ウーマノミクスで経済活性化塾」の開催

(3)ワーク・ライフ・バランスの取組強化

★ 中小企業に対するアドバイザーの派遣による、各種支援施策の活用及び一般事業主行動計画の策定への支援

★ 「ワーク・ライフ・バランス応援パスポート（仮称）」によるWLB実践企業（一般事業主行動計画策定企業）の従業員に

対する子育て・介護の両立、家庭生活の充実等を応援するサービスの提供

〇 「やまがたイクボス同盟」の活動による企業経営層の意識改革と取組み促進のためのセミナーの開催

⼥性も男性も⼀⼈ひとりが能⼒を発揮しながら、思いやり⽀え合う⼭形県の実現に向けて

⼭形県⺠も、そして県外の⼈も、「⼭形県で⼦育てしたい  」と実感できる「⼦育てするなら⼭形県」の実現に向けて



１　一般会計
（1）課別歳出予算額

（2）性質別歳出予算額

89,718 108.4

▲ 334,642 98.0

扶助費 489,853 104.8

補助費 ▲ 774,166 87.7

物件費 ▲ 50,282 87.7

積立金 ▲ 47 41.3

47,166 105.7

一般公共 120,430 135.5

一般単独 ▲ 73,264 85.0

▲ 3,136 66.4

２　母子父子寡婦福祉資金特別会計
増減 前年比％

(A-B) (A/B)

▲ 94,868 54.0

令和２年度当初予算　子育て推進部総括表
（総合支庁予算含む）

（単位：千円）

予算額(A)
元年度
当　初

(B)

増減
(A-B)

前年比(%)
(A/B)国庫 その他 一般財源

38,627 100.3

子ども家庭課 6,553,545 1,105,118 64,639 5,383,788 6,770,611 ▲ 217,066 96.8

子育て支援課 11,786,456 1,053,330 359,392 10,373,734 11,747,829

▲ 22,455 88.4

合　　計 18,511,317 2,183,077 426,341 15,901,899 18,712,211 ▲ 200,894 98.9

若者活躍・
男女共同参画課

171,316 24,629 2,310 144,377 193,771

予算額(A)
元年度
当　初

(B)

増減
(A-B)

前年比(%)
(A/B)国庫 その他 一般財源

一般行政費 16,470,456 1,590,052 20,677 14,859,727 16,805,098

人　件　費 1,160,894 138,295 32,133 990,466 1,071,176

10,612,712 1,025,383 10,026 9,577,303 10,122,859

5,497,838 470,545 0 5,027,293 6,272,004

投資的経費 873,758 454,730 373,531 45,497 826,592

359,873 94,124 10,618 255,131 410,155

33 0 33 0 80

繰　出　金 6,209 0 0 6,209 9,345

459,536 454,730 3,200 1,606 339,106

414,222 0 370,331 43,891 487,486

合　　計 111,516 0 78,435 33,081 206,384

▲ 200,894 98.9

予算額(A)
元年度

国庫 その他 繰越金 当初(B)

合　　計 18,511,317 2,183,077 426,341 15,901,899 18,712,211
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　　部局名：子育て推進部　

（単位：千円）

１　若者が活躍できる環境づくりの推進
（１）子ども・若者の健やかな育成と自立の促進
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

1
若者活躍・男
女共同参画課

子ども知事室事業費 403
◇県政や県の事業への理解を深めるための知事と子
　どもたちが直接話をする「子ども知事室」の開催

2
若者活躍・男
女共同参画課

青少年健全育成活動推進
事業費

7,332

◇「大人が変われば子どもも変わる」県民運動の展
　開
◇内閣府青年国際交流事業による県内青年の派遣、
　外国青年の受入れ等の実施

3
若者活躍・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
業費

3,407

◇いじめ・非行の防止・根絶に向け関係機関が連携
　した県民運動の展開
◇「いじめ・非行防止セミナー」の開催
◇児童生徒と地域の大人の対話会
◇インターネットの適正利用に向けた研修会の開催

（２）未来を拓く子ども・若者の応援
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

4
若者活躍・男
女共同参画課

やまがた若者地域づくり
参加推進事業費

8,811
◇若者の地域活動を支援するコンシェルジュの配置
◇若者活動内容のラジオ等での情報発信

5
若者活躍・男
女共同参画課

やまがた若者未来創造事
業費

6,305 新規

◇若者の交流・協働の場の創出による若者活動の活
　性化及び裾野拡大
◇「やまがた若者応援大使(仮称)」による、県内若
  者の活躍や山形暮らしの魅力の県内外への発信

6
若者活躍・男
女共同参画課

やまがた若者顕彰事業費 367 ◇若者の優れた功績・成果や地道な取組みの顕彰

（３）困難を有する子ども・若者や家族への支援
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

7
若者活躍・男
女共同参画課

地域若者安心生活構築推
進事業費

29,366
◇ひきこもりなど社会生活を円滑に営む上で困難を
  有する若者や家族のための相談支援拠点の運営

２　結婚支援の充実・強化
（１）出会いから結婚までの継続的かつ総合的な支援
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

57,186

(うち当該事業分
48,337)

10,237

(うち当該事業分
3,402)

9 子育て支援課
やまがたで出会い・結
婚、子育て応援事業費
（一部）

新規 ◇県外からの移住を視野に入れた出会い・結婚支援

令和２年度当初予算　主要事業一覧

8 子育て支援課
やまがたハッピ－ライフ
プロジェクト事業費（一
部）

拡充

◇「やまがた出会いサポートセンター」の運営支援
◇「やまがた縁結びたい」の仲人活動への支援
◇理美容店など地域の身近なところで結婚を応援す
　る活動への支援【新規】
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（２）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
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

57,186

(うち当該事業分
1,349)

10,237

(うち当該事業分
1,396)

３　子育て支援の充実・強化
（１）安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

25,338

(うち当該事業分
792)

10,237

(うち当該事業分
5,439)

14 子ども家庭課
妊娠・出産・子育て安心
生活応援事業費

38,502

◇ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフトの贈呈
◇子育て世代包括支援センターの運営支援
◇母子保健コーディネーターの養成
◇産後ケアの推進

15 子ども家庭課 母子保健推進強化事業費 2,728

◇各保健所における母子保健サービスの推進
◇地域の実情に即した課題について関係機関と協議
　を行う母子保健推進協議会及び研修会の開催
◇女性の健康の保持増進のための相談・健康教育や
　妊娠相談窓口の設置

16 子ども家庭課 健やか妊娠支援事業費 131,247 拡充

◇保険適用外の特定不妊治療に対する医療費助成
◇特定不妊治療による出産後に次の子を望み、継続
　して特定不妊治療を受ける場合の医療費の助成
　【新規】

17 子ども家庭課
地域子ども・子育て支援
事業費

25,084 拡充

◇市町村が実施する乳児家庭全戸訪問事業や養育支
　援訪問事業など子育て支援事業への助成
◇市町村が実施する多胎児養育支援事業への助成及
　び育児サポーター等への多胎児支援の研修会の開
  催【新規】

18 子ども家庭課 未熟児養育費 9,789
◇市町村が実施する入院養育を必要とする未熟児に
　対する医療給付事業への負担金

165,807

(うち当該事業分
7,169)

20 子ども家庭課
新生児疾患早期発見対策
事業費

29,733
◇先天性代謝異常等を早期に発見し、早期に治療・
　支援につなげるためのスクリーニング検査の実施

◇小児慢性特定疾病児童等の自立支援の内容を協議
　する慢性疾病児童等地域支援協議会の開催
◇自立支援員による相談支援や小児慢性特定疾病児
　童等とその家族同士の交流会の開催
◇小児慢性特定疾病児童等に対し保健所が実施する
　長期療養児の相談指導、市町村が実施する日常生
　活用具の給付に対する助成

12 子育て支援課
子育て県民運動推進費
（一部）

◇妊娠から出産、子育てに関する支援情報等を総合
  的に提供する子育て応援サイトの運営

11 子育て支援課
やまがたで出会い・結
婚、子育て応援事業費
【再掲】（一部）

新規
◇若者目線の「やまがた暮らし」をテーマとした動
　画制作と同世代に向けた情報発信

13 子育て支援課
やまがたで出会い・結
婚、子育て応援事業費
【再掲】（一部）

新規

◇山形で暮らし、結婚・子育てする心地よさを県内
　外にアピール
◇シニア層（高齢者）の他孫（たまご）育てによる
　地域で子育てを支える環境づくり

19 子ども家庭課
小児慢性特定疾病対策費
（一部）

10 子育て支援課
やまがたハッピ－ライフ
プロジェクト事業費
【再掲】（一部）

◇高校生・大学生を対象とした、結婚観・家庭観を
　醸成するためのライフデザインセミナーの開催
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（２）子育て家庭等に対する経済的支援の充実
　　①　保育・就園に係る経費の支援

番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

21 子育て支援課
多子世帯における保育料
負担軽減事業費

31,415
◇届出保育施設等を同時に２人以上の子どもが利用
　している世帯の保育料負担を軽減するための助成

22 子育て支援課
地域で支える子育て安心
事業費

73,488
◇低所得世帯及び多子世帯に対する放課後児童クラ
　ブ利用料の助成

23 子育て支援課 教育・保育給付費 7,000,978 拡充

◇認定こども園・新制度幼稚園・民間立保育所等に
　入所している子どもの教育・保育等に要する経費
　に対する県負担（幼児教育・保育の無償化に伴う
　県負担相当額を含む）【拡充】
◇幼児教育・保育の無償化に伴う市町村のシステム
　改修経費及び事務費に対する補助
◇保育士等の処遇改善のためのキャリアアップ研修
　の実施

　　②　医療に係る経費の支援

番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

24 子ども家庭課
子育て支援医療給付事業
費

1,296,040
◇市町村が実施する乳幼児及び小・中学生（外来：
　小学３年生まで、入院：中学３年生まで）への医
　療給付事業に対する助成

25 子ども家庭課
ひとり親家庭等医療給付
事業費

269,925
◇ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進のため
　市町村が実施する医療給付事業に対する助成

26 子ども家庭課 未熟児養育費【再掲】 9,789
◇市町村が実施する入院養育を必要とする未熟児に
　対する医療給付事業への負担金

165,807

(うち当該事業分
158,638)

　　③　子育て家庭への手当の支給による支援

番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

28 子ども家庭課 児童手当給付事業費 2,282,902
◇中学校修了までの児童に対する児童手当の支給に
　かかる県負担金

29 子ども家庭課
児童扶養手当等施行事業
費

693,926

◇父又は母と生計を同じくしていない児童を育成す
　る家庭の生活の安定と自立の促進を図るための児
　童扶養手当の支給
◇精神又は身体に一定の障がいを有する児童の福祉
　の増進を図るための特別児童扶養手当の支給

27 子ども家庭課
小児慢性特定疾病対策費
【再掲】（一部）

◇小児慢性特定疾病児童等に対する医療給付
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４　特に支援を必要とする子どもや家庭等への支援の充実・強化
（１）ひとり親家庭への総合的支援と貧困の世代間連鎖を防止するための支援の充実
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

30 子ども家庭課
ひとり親家庭・子どもの
貧困対策総合推進事業費

71,579 拡充

◇ひとり親家庭応援センターにおける市町村等関係
　機関と連携した総合的な相談・支援、庄内地区の
　出張相談の充実【拡充】
◇ひとり親家庭の県外からの移住促進と、安定し自
　立した生活を送るための引越しから､住まい･食･
　就労までの一体的な支援【新規】
◇就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親
　に対する修学中の生活費や家賃、通学費の支援等
　養成機関への入学から就労までの切れ目のない一
　体的な支援【拡充】
◇ひとり親家庭の子どもの生活・学習支援の推進
◇子どもの居場所づくりサポートセンターによる総
　合的な相談・支援やＰＲ【拡充】
◇子ども食堂など子どもの居場所づくりに取り組む
　団体に対する運営経費の助成
◇山形県ひとり親家庭自立促進計画の策定【新規】
◇山形県子どもの貧困対策推進計画の策定【新規】

31 子ども家庭課
ひとり親家庭等医療給付
事業費【再掲】

269,925
◇ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進のため
　市町村が実施する医療給付事業に対する助成

32 子ども家庭課
児童扶養手当等施行事業
費【再掲】

693,926

◇父又は母と生計を同じくしていない児童を育成す
　る家庭の生活の安定と自立の促進を図るための児
　童扶養手当の支給
◇精神又は身体に一定の障がいを有する児童の福祉
　の増進を図るための特別児童扶養手当の支給

33 子ども家庭課
母子父子寡婦福祉資金貸
付事業費

111,516
◇母子家庭や父子家庭等に対する経済的自立と生活
　意欲の助長に必要な資金の貸付

（２）保護や支援を要する子どもの養育環境の整備
　　①　児童虐待等の予防、早期発見、早期対応の推進

番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

34 子ども家庭課
児童虐待対応強化推進事
業費

6,269 拡充
◇児童虐待に適切に対応するための発生予防、早期
  発見・早期対応から適切な保護指導及びアフター
  ケアに至るまでの切れ目のない対策の推進

35 子ども家庭課
児童家庭支援センター運
営事業費

22,193
◇地域の児童家庭相談及び関係機関との連絡調整を
　行う「児童家庭支援センター」の運営
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　　②　社会的養護体制の充実

番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

36 子ども家庭課 県立施設整備事業費 78,642 新規
◇県立児童自立支援施設の整備に向けた基本・実施
  設計

37 子ども家庭課
児童保護費
（児童養護施設等）

1,305,124
◇児童養護施設等の運営及び児童等の保護に必要な
　経費の負担

38 子ども家庭課
要保護児童生活環境改善
特別事業費

8,000
◇児童養護施設の入所児童等の生活環境改善のため
　の改修等に対する助成

39 子ども家庭課
児童養護施設等入所児童
自立支援事業費

7,367 拡充

◇児童養護施設等入所児童の進学及び就職の機会確
  保のための私立高校入学時納付金や運転免許取得
  費等の助成
◇児童養護施設等退所者の県内就職のための経済的
  支援【新規】

40 子ども家庭課
要保護児童自立支援資金
貸付事業費

1,486
◇児童養護施設等を退所し就職・進学する者の自立
　支援のために家賃、生活費、資格取得費の貸付け
　を行う事業に対する助成

41 子ども家庭課 里親制度推進事業費 4,802
◇里親制度の普及啓発、里親養成のための研修の実
　施、里親への養育支援の実施　等

42 子ども家庭課
社会的養護関係職員人材
育成事業費

1,652
◇児童相談所職員等の専門性向上や県立児童福祉施
　設職員の人材育成のための研修への派遣

43 子ども家庭課
児童養護施設職員資質向
上支援・人材確保事業費

1,349

◇児童養護施設職員の資質向上のための研修会等の
　開催
◇新たなケア人材育成確保のための児童養護施設の
　実習生受け入れへの助成

　　③　障がいのある児童への支援

番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

28,637

(うち当該事業分
3,238)

397,062

(うち当該事業分
99,176)

（３）東日本大震災による避難者への支援
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

46 子育て支援課
やまがた・ふくしま子育
て支援交流事業費

1,338
◇福島県及び避難先県の子育て支援団体による研修
　交流会の開催

47
子育て支援課
子ども家庭課

震災避難世帯保育支援事
業費

6,831
◇東日本大震災に伴う保育料の減免に対する支援、
　避難家族に対する心のケア、児童福祉施設等給食
　に係る放射性物質モニタリングの実施

44 子育て支援課
特別保育事業費【再掲】
（一部）
（障がい児保育事業）

◇児童館、へき地保育所及び届出保育施設等におけ
　る障がい児の受入れに対する助成

45 子育て支援課

私立学校一般補助金
【再掲】（一部）
（私立幼稚園特別支援教
育運営費補助金）

◇私立幼稚園における障がい児の受入れに対する助
　成
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５　子育てと仕事の両立支援の推進
（１）待機児童解消と保育サービス等の充実
　　①　待機児童対策の推進・保育サービスの充実

番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

48 子育て支援課
認定こども園等整備推進
費

748,654
◇認定こども園等の整備への助成
◇認定こども園等の遊具及び園務改善のためのシス
　テム導入経費への助成

49 子育て支援課
低年齢児受入加速化事業
費

57,836
◇低年齢児の受入れ枠拡大を行う認可保育施設の整
　備に対する助成

50 子育て支援課
保育所整備資金利子助成
事業費

1,609
◇社会福祉法人が独立行政法人福祉医療機構から借
　入れた整備資金の利子に対する助成

51 子育て支援課
保育士人材確保研修等事
業費

50,968 拡充

◇保育士修学資金の貸付【拡充】
◇潜在保育士に対する就職準備金の貸付
◇若年保育士の正規雇用に対する奨励金の交付
◇保育士宿舎借上げ費用に対する助成
◇保育士のトライアル雇用に対する助成
◇県外保育士養成校生の県内回帰に向けたガイ
  ダンスの開催と県内施設での就業体験の推進
◇保育士業務を負担軽減するためのICT導入啓発
　セミナーの開催【新規】
◇保育補助者の雇用に要する経費の助成【新規】

52 子育て支援課
待機児童ゼロ緊急プロ
ジェクト事業費

5,224

◇年度途中の待機児童の受入れに向けた保育士加配
　への助成
◇認定こども園保育教諭の幼稚園教諭免許状取得・
　更新費用の助成

53 子育て支援課
届出保育施設等すこやか
保育事業費

44,175

◇入所児童の処遇向上を図るための、届出保育施設
　等における０～２歳児及び待機児童の受入れ等に
　対する助成
◇届出保育施設等従事者のための研修経費への助成

54 子育て支援課
放課後児童クラブ整備推
進費

114,372 ◇放課後児童クラブの創設・改築、改修等への助成

55 子育て支援課
放課後児童クラブ推進事
業費

1,255,067

◇放課後児童クラブの運営及び指導員の処遇改善へ
　の助成
◇放課後児童クラブにおける障がい児受入れに対す
　る助成
◇放課後児童支援員認定資格研修の実施

56 子育て支援課 私立学校一般補助金 397,062
◇私立幼稚園の振興と教育水準の維持向上を図るた
　めの経常的経費に対する助成

57 子育て支援課
私立幼稚園子育て支援事
業費補助金

73,636
◇預かり保育や施設の地域開放を行う私立幼稚園に
　対する助成

58 子育て支援課 私立学校振興事業費 266
◇私立幼稚園教職員の資質向上を図るための研修事
　業に対する助成
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　　②　多様な保育ニーズに応える環境整備

番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

59 子育て支援課
地域子ども・子育て支援
事業費

653,942

◇市町村におけるファミリ－・サポート・センター
　事業や地域子育て支援拠点事業、利用者支援事
　業、一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事
　業等に対する助成

60 子育て支援課 特別保育事業費 28,637
◇児童館、へき地保育所及び届出保育施設等におけ
　る障がい児の受入れに対する助成

（２）地域で支える子育て支援の充実
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

25,338

(うち当該事業分
9,168)

10,237

(うち当該事業分
2,763)

61 子育て支援課
子育て県民運動推進費
（一部）

拡充

◇妊娠から出産、子育てに関する支援情報等を総合
　的に提供する子育て応援サイトによる情報発信
◇みんなで子育て応援団活動の展開
◇「やまがた子育て応援パスポート」事業の展開
◇夫婦で子育ても仕事も楽しむための若い世代に求
　められる情報の発信【新規】
◇結婚、妊娠・出産、子育てを応援する社会づくり
　の推進（地域少子化対策重点推進事業（市町村実
　施）【拡充】

62 子育て支援課
やまがたで出会い・結
婚、子育て応援事業費
【再掲】（一部）

新規
◇シニア層（高齢者）の他孫（たまご）育てによる
　地域で子育てを支える環境づくり
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６　男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの推進
（１）男女共同参画の促進
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

3,340

(うち当該事業分
3,238)

64
若者活躍・男
女共同参画課

男女共同参画センター事
業費

29,860
◇「山形県男女共同参画センター・チェリア」に
　おける研修、団体活動支援、相談、情報提供等の
　実施

（２）女性活躍の推進
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

3,340

(うち当該事業分
102 )

66
若者活躍・男
女共同参画課

マザーズジョブサポート
センター運営事業費

41,385 拡充

◇マザーズジョブサポート山形・庄内の運営による
　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
　プ支援の実施
◇職場復帰・キャリアデザインセミナーの開催
　【新規】
◇各地域における出張相談会の開催

67
若者活躍・男
女共同参画課

共に働き共に育む社会づ
くり推進事業費

2,029
◇多様な分野で活躍する女性自身の意識改革やモチ
　ベーションの向上、異業種間のネットワークの形
　成を図るビジネスウーマン交流会の開催

68
若者活躍・男
女共同参画課

やまがたウーマノミクス
加速化プロジェクト事業
費

2,411
◇女性の活躍を促進する「ウーマノミクスで経済
　活性化塾」の開催

（３）ワーク・ライフ・バランスの取組強化
番
号

担当課 事　業　名 予算額 区分 事　業　概　要

69
若者活躍・男
女共同参画課

企業等におけるワーク・
ライフ・バランス推進事
業費

13,333 新規

◇アドバイザーの派遣による、各種支援施策の活用
　及び一般事業主行動計画（次世代法及び女性活躍
　推進法）の策定への支援
◇ワーク・ライフ・バランス応援パスポート（仮
　称）事業の展開
◇「やまがたイクボス同盟」の活動による企業経営
　層の意識改革と取組み拡大

63
若者活躍・男
女共同参画課

男女共同参画推進事業費
（一部）
（男女共同参画の推進、市町
村の計画策定推進）

拡充

◇男女共同参画に関する出前講座等の開催
◇市町村の男女共同参画を推進するための研修会
　等の開催
◇やまがた女性活躍応援連携協議会の開催
◇山形県男女共同参画計画の策定【新規】
◇山形県ＤＶ被害者支援基本計画の策定【新規】

65
若者活躍・男
女共同参画課

男女共同参画推進事業費
【再掲】（一部）
（やまがた女性活躍応援連携
協議会の開催）

◇女性の活躍及び職場環境の整備を推進するための
　「やまがた女性活躍応援連携協議会」の開催
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【子育て推進部】

◆ 条例案件　　１件

番  号 案　　　件　　　名 提　案　理　由

議第57号
山形県こども館条例を廃止する条例の設定に
ついて

山形県こども館を廃止するためのもの

◆ 条例以外の案件　　１件

番  号 案　　　件　　　名 概　　要

議第77号 第４次山形県総合発展計画の策定について
本県の新しい県づくりの指針となる第４次
山形県総合発展計画を策定するためのもの

令和２年２月定例会　議案説明会

＜令和２年度分＞

＜予算案件以外の案件一覧＞



【子育て推進部】

〔一般会計〕

１　総括表

２　主な内容

　（１）大型倒産に対する緊急特別対応 249千円

　　　　　マザーズジョブサポートセンターによる元従業員等に対する再就職支援 249千円

　（２）事業実績等により減額する事業（主なもの）

　　　　　① 放課後児童クラブ整備推進費 △23,149千円

　　　　　② 認定こども園等整備推進費 △285,600千円

　　　　　③ 教育・保育給付費 △738,230千円

　　　　　④ 児童手当給付事業費 △70,500千円

　　　　　⑤ 児童扶養手当等施行事業費 △154,287千円

令和２年２月定例会 議案説明会

＜子育て推進部所管の２月補正予算の概要＞

（単位：千円）

令和元年度現計予算 ２月補正 ２月補正後

18,769,690        △ 1,369,900 17,399,790        
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