
（単位：百万円）

施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

1．重点課題
（1）子育て支援施策を一層充実させる。
子どものための教育・保
育給付等 650,018 792,825 903,115 668,546 内閣府

保育所等整備交付金 53,421 56,403 66,370 55,844 厚生労働省

利用者支援事業 子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

延長保育事業 子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

実費徴収に係る補足給付
を行う事業

子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

多様な事業者の参入促進
事業・能力活用事業

子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

放課後児童健全育成事業 子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

子育て短期支援事業 子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事
業）

子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

養育支援訪問事業 子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

子どもを守る地域ネット
ワーク機能強化事業

子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

一時預かり事業 子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

地域子育て支援拠点事業 子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

病児保育事業 子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・
センター事業）

子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 内閣府

企業主導型保育事業※7 79,653 130,947 169,733 79,305 内閣府
企業主導型ベビーシッ
ター利用者支援事業 381 381 381 340 内閣府

私立幼稚園施設整備費補
助 501 502 516 392 文部科学省

幼児教育の質向上推進プ
ラン 222 286 246 165 文部科学省

幼稚園教育理解推進事業 10 30 26 8 文部科学省
認定こども園等への財政
支援 5,136 4,148 3,348 4,923 文部科学省

子育て支援員研修事業
子ども・子育て支援対策推

進事業費補助金2,430の
内数

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金3,542の

内数

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金3,018の

内数

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金1,329の

内数
厚生労働省

職員の資質向上・人材確
保等研修事業

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金2,430の

内数

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金3,542の

内数

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金3,018の

内数

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金1,329の

内数
厚生労働省

指導者養成等研修事業 子ども・子育て支援対策推
進事業委託費225の内数

子ども・子育て支援対策推
進事業委託費225の内数

子ども・子育て支援対策推
進事業委託費232の内数

子ども・子育て支援対策推
進事業委託費181の内数 厚生労働省

子ども・子育て支援推進
調査研究事業

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金2,430の

内数 
子ども・子育て支援対策推

進事業委託費225の内数

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金3,542の

内数 
子ども・子育て支援対策推

進事業委託費225の内数

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金3,018の

内数 
子ども・子育て支援対策推

進事業委託費232の内数

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金1,329の

内数 
子ども・子育て支援対策推

進事業委託費181の内数

厚生労働省

児童厚生施設等整備費
（児童館・児童センター
分）

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

5,662の内数

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

6,590の内数

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

7,129の内数

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

14,780の内数
厚生労働省
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施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

児童委員地域福祉強化等
対策費 9 9 9 9 厚生労働省

非行少年を生まない社会
づくりの推進 55 53 51 ※－ 警察庁

子育て支援推進経費 4,511 4,511 4,630 4,587 文部科学省

子育て支援のための拠点
施設整備事業

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

5,662の内数

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

6,590の内数

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

7,129の内数

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

14,780の内数
厚生労働省

子ども・子育て会議経費 13 13 14 7 内閣府
子ども・子育て支援新制
度理解促進経費 100 82 63 34 内閣府

保育対策総合支援事業 38,962 39,483 38,144 13,997 厚生労働省
子ども・子育て支援整備
交付金 15,378 16,253 16,830 8,287 内閣府

地域学校協働活動推進事
業（放課後子供教室）※8

学校・家庭・地域の連携
協力推進事業 
5,246の内数

地域学校協働活動推進事
業6,435の内数

地域学校協働活動推進事
業6,012の内数

学校・家庭・地域連携協
力推進事業費補助金6,643

の内数
文部科学省

放課後子供教室一体型の
推進に係る設備整備 － － － 0 文部科学省

放課後児童クラブにおけ
るICT化の推進 － － － 31 厚生労働省

被災した児童入所施設等
の入所者等に係る利用者
負担減免に対する財政支
援

－ － － 3 厚生労働省

熊本地震の被災地域にお
ける保育所等の利用者負
担減免に対する財政支援

－ － － － 内閣府

児童福祉施設等の災害復
旧（施設整備・設備整
備）

－ － － 2,248 厚生労働省

保育士修学資金貸付等事
業 － － － 33,250 厚生労働省

認可外保育施設における
事故防止等推進事業 － － － 7 厚生労働省

保育所等における業務効
率化推進事業 － － － 6,157 厚生労働省

小計 954,863 1,163,900 1,332,621 981,940 
（2）若い年齢での結婚・出産の希望が実現できる環境を整備する。
わかものハローワーク等
における若年者等への支
援に必要な経費（旧事業
名称：ハローワーク等に
おけるフリーター等の支
援事業）

3,422 3,780 4,296 3,082 厚生労働省

若年者地域連携事業 1,435 1,345 1,238 1,306 厚生労働省
新規学卒者等への支援に
必要な経費 9,007 10,752 9,169 8,078 厚生労働省

ジョブ・カード制度（若
年者関係分）※9 17,693 2,398の内数 2,427の内数 35,053の内数 厚生労働省

学卒、若年者向けの実践
的能力評価・公証の仕組
みの整備

53 132 86 17 厚生労働省

キャリアコンサルティン
グの普及促進 208 187 251 111 厚生労働省

トライアル雇用助成金事
業(一般トライアルコー
ス)

4,066の内数 3,784の内数 2,365の内数 2,832の内数 厚生労働省

非正規雇用の労働者の
キャリアアップ事業の実
施

41,045の内数 
（一部再掲）

67,008の内数 
(一部再掲)

92,257の内数 
（一部再掲）

48,547の内数 
（一部再掲） 厚生労働省
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施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

労働者派遣事業指導費 57 57 57 23 厚生労働省
労働者派遣事業適正運営
協力員制度運営費 ※－ ※－ ※－ ※－ 厚生労働省

若者職業的自立支援推進
事業 3,838 3,816 3,946 3,443 厚生労働省

キャリア教育推進連携シ
ンポジウム運営経費※10 13 0 0 9 厚生労働省

専修学校による地域産業
中核的人材養成事業※11 1,533 1,683の内数 1,734の内数 1,073 文部科学省

将来の在り方・生き方を
主体的に考えられる若者
を育むキャリア教育推進
事業

31 32 27 21 文部科学省

スーパー・プロフェッ
ショナル・ハイスクール 164 173の内数 149の内数 148 文部科学省

結婚支援者等による連携
会議の開催等経費 12 8 8 4 内閣府

企業・団体等による結婚
支援の取組拡大に向けた
機運醸成等事業経費

－ 3 2 － 内閣府

結婚に伴う新生活の支援
を行う自治体支援事業 － － － 61 内閣府

小計 19,773 20,112 19,080 17,376 
（3）多子世帯へ一層の配慮を行い、3人以上子供が持てる環境を整備する。
子どものための教育・保
育給付等（再掲）

650,018の内数 
（再掲）

792,825の内数 
（再掲） 903,115（再掲） 668,546（再掲） 内閣府

幼稚園就園奨励費補助
（再掲） 32,272の内数（再掲） 30,899の内数（再掲） 33,000の内数（再掲） 32,218の内数（再掲） 文部科学省

児童手当制度（再掲） 1,415,471（再掲） 1,400,678（再掲） 1,379,547（再掲） 1,369,886（再掲） 内閣府
児童扶養手当（再掲） 174,566（再掲） 178,393（再掲） 171,087（再掲） 164,358（再掲） 厚生労働省

小計 － － － －
（4）男女の働き方改革を進める。
さんきゅうパパプロジェ
クトの促進事業（男性の
配偶者の出産直後の休暇
取得の促進事業）

12 8 8 11 内閣府

男性の家事・育児促進事
業経費 － － 10 － 内閣府

仕事と生活の調和推進理
解促進経費 2 9 3 3 内閣府

仕事と生活の調和人材育
成経費 8 8 10 3 内閣府

仕事と生活の調和調査研
究等経費 12 11 18 16 内閣府

裁量労働制の適正な実施
の促進 1 1 1 1 厚生労働省

短時間労働者均衡待遇啓
発事業 675 696 908 553 厚生労働省

在宅就業対策の推進 33 32 36 25 厚生労働省
男性の育児休業取得促進
事業 70 63 68 67 厚生労働省

長時間労働の抑制と年次
有給休暇の取得促進に向
けた自主的取組への技術
的な支援等

826 1,677 2,609 645 厚生労働省

特に配慮を必要とする労
働者に対する休暇制度の
普及

19 29 29 18 厚生労働省

テレワーク普及促進対策
事業 284 551 567 215 厚生労働省
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施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

長時間労働抑制のための
重点的な監督指導等の実
施

210 246 380 194 厚生労働省

ふるさとテレワーク推進
事業 721 630 416 532 総務省

地域情報化の推進（本
省） 118の内数 97の内数 － 106 総務省

テレワークの推進 25 25 20 25 国土交通省
育児・介護休業法対策推
進費 16 16 16 8 厚生労働省

安心して働き続けられる
職場環境整備推進事業 53 53 53 32 厚生労働省

希望する妊娠・出産を実
現するための調査研究 － 8 － － 厚生労働省

育児休業給付 503,018 534,763 580,028 450,117 厚生労働省
ポジティブ・アクション
周知啓発事業 215 349 368 199 厚生労働省

女性活躍推進戦略等事業 423 419 411 307 厚生労働省
両立支援等助成金（女性
活躍加速化コース）※12 512 349 245 90 厚生労働省

女性労働者健康管理等対
策費 15 10 10 5 厚生労働省

在宅勤務モデル実証事業 12 － － 10 厚生労働省
ダイバーシティ研究環境
実現イニシアティブ 1,088 1,088 989 1,008 文部科学省

輝く女性農業経営者育成
事業 110 100 － 109 農林水産省

女性が変える未来の農業
推進事業 － － 96 － 農林水産省

浜の活力再生交付金（平
成28年度までは強い水
産業づくり交付金）のう
ち女性等活動拠点施設の
整備

水産業強化対策事業 
1.337の内数

水産業強化支援事業 
5,350の内数

水産業強化支援事業 
6,700の内数

水産業強化支援事業 
810の内数 農林水産省

母性健康管理推進支援事
業 34 34 34 30 厚生労働省

マザーズハローワーク事
業推進費 3,029 3,346 3,485 2,574 厚生労働省

特別研究員（RPD）事業
869 

（（独）日本学術振興会運営
費交付金中の推計額）

930 
（（独）日本学術振興会運営

費交付金中の推計額）

930 
（（独）日本学術振興会運営

費交付金中の推計額）

869 
（（独）日本学術振興会運営

費交付金中の推計額）
文部科学省

出産・子育て・介護支援
制度（戦略的創造研究推
進事業（新技術シーズ創
出））

86 
（科学技術振興機構運営費

交付金中の推計額）

106 
（科学技術振興機構運営費

交付金中の推計額）

106 
（科学技術振興機構運営費

交付金中の推計額）

86 
(科学技術振興機構運営費

交付金中の推計額）
文部科学省

男女共同参画のための学
び・キャリア形成支援事
業

－ 31 37 － 文部科学省

男女共同参画社会の実現
の加速に向けた学習機会
充実事業

29 － － 28 文部科学省

地域における男女共同参
画促進総合支援経費 16 11 7 22 内閣府

地域における女性活躍推
進モデル事業 23 － － 17 内閣府

地域女性活躍推進交付金 － 250 200 359 内閣府
ICT技術を活用した子育
て・⾼齢者支援街づくり
事業（テレワークの普及
推進）

－ － － － 総務省

小計 512,446 545,849 592,098 458,284 
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施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

（5）地域の実情に即した取組を強化する。
地域少子化対策重点推進
交付金 499 575 999 2,030 内閣府

地方創生推進交付金 100,000の内数 100,000の内数 100,000の内数 48,037の内数 内閣府
地方創生拠点整備交付金 － － － 37の内数 内閣府

小計 499 575 999 2,030 
1．の合計 1,487,581 1,730,436 1,944,798 1,459,630 
2．きめ細かな少子化対策の推進

（1）結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じ、一人一人を支援する。
①結婚
地域少子化対策重点推進
交付金（再掲） 499（再掲） 575（再掲） 999（再掲） 2,030（再掲） 内閣府

「家族の日」及び「家族
の週間」連携推進事業 8 8 8 8 内閣府

結婚に伴う新生活の支援
を行う自治体支援事業

（再掲）
－ － － 61 内閣府

小計 8 8 8 69 
②妊娠・出産

妊娠・出産包括支援事業 母子保健医療対策総合支
援事業18,483の内数

母子保健医療対策総合支
援事業20,594の内数

母子保健医療対策総合支
援事業21,465の内数

母子保健医療対策総合支
援事業12,739の内数 厚生労働省

乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事
業）（再掲）

子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数 

（再掲）

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数 

（再掲）

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数 

（再掲）

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 

（再掲）
内閣府

出産育児一時金 2,083 2,152 2,131 2,083 厚生労働省
出産手当金 11,280 12,864 12,903 11,280 厚生労働省
産科医療補償制度運営費 73 73 100 73 厚生労働省
生涯を通じた女性の健康
支援事業※13

母子保健医療対策総合支
援事業18,483の内数

母子保健医療対策総合支
援事業20,594の内数

母子保健医療対策総合支
援事業21,465の内数

母子保健医療対策総合支
援事業12,739の内数 厚生労働省

産科医療機関確保事業 312 312 312 303 厚生労働省
産科医療機関施設整備事
業

医療施設等施設整備費補
助金9,542の内数

医療施設等施設整備費補
助金17,641の内数

医療施設等施設整備費補
助金20,440の内数 0 厚生労働省

産科医療機関設備整備事
業

医療施設等設備整備費補
助金639の内数

医療施設等設備整備費補
助金697の内数

医療施設等設備整備費補
助金1,250の内数 12 厚生労働省

産科医療推進費 2 2 2 2 厚生労働省
不妊に悩む方への特定治
療支援事業

母子保健医療対策総合支
援事業18,483の内数

母子保健医療対策総合支
援事業20,594の内数

母子保健医療対策総合支
援事業21,465の内数

母子保健医療対策総合支
援事業12,739の内数 厚生労働省

産婦健康診査事業 － 母子保健医療対策総合支
援事業20,594の内数

母子保健医療対策総合支
援事業21,465の内数 － 厚生労働省

新生児聴覚検査の体制整
備事業 － 母子保健医療対策総合支

援事業20,594の内数
母子保健医療対策総合支

援事業21,465の内数 － 厚生労働省

被災した妊産婦・乳幼
児の相談等の母子保健
支援事業

－ － 母子保健医療対策総合支
援事業21,465の内数 － 厚生労働省

小児・周産期医療施設設
備整備事業

医療提供体制推進事業費
補助金15,025の内数

医療提供体制推進事業費
補助金15,401の内数

医療提供体制推進事業費
補助金22,924の内数

医療提供体制推進事業費
補助金227の内数 厚生労働省

分娩取扱施設施設整備
事業 － － 医療施設等施設整備費補

助金20,440の内数 － 厚生労働省

分娩取扱施設設備整備
事業 － 医療施設等設備整備費補

助金697の内数
医療施設等設備整備費補

助金1,250の内数 － 厚生労働省

小計 32,233 35,997 36,913 26,492 
③子育て
児童手当制度 1,415,471 1,400,678 1,379,547 1,369,886 内閣府
幼 稚 園 就 園 奨 励 費 補
助※14 32,272 30,899 33,000 32,218 文部科学省

⾼校生等への修学支援 384,174 383,302 386,616 382,934 文部科学省
独立行政法人日本学生支
援機構の大学等奨学金事
業の充実

102,756 104,445 113,603 98,139 文部科学省 
（復興庁）※5,6
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施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

国立大学の授業料減免等
（国立大学法人運営費交
付金の算定上、配慮）

31,982 33,275 35,021 31,982 文部科学省

私立学校における授業料
減免事業等支援 9,570 10,963 13,334 8,140 文部科学省 

（復興庁）※5,6

国立⾼等専門学校の授業
料減免等（独立行政法人
国立⾼等専門学校機構運
営費交付金の算定上、配
慮）

470 488 511 470 文部科学省

専門学校生への効果的な
経済的支援の在り方に関
する実証研究事業

305 181 179 86 文部科学省

住宅金融支援機構の証券
化支援事業 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

都市再生機構による民間
供給支援型賃貸住宅制度 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

再開発等の機会を捉えた
子育て支援施設等の整備
に対する支援

※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

スマートウェルネス住宅
等推進事業 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

市街地再開発事業等にお
ける社会福祉施設との一
体的整備

※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

住宅市街地総合整備事業 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省
優良建築物等整備事業 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省
地域優良賃貸住宅制度 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省
⾼齢者等の住み替え支援
制度（平成18年度以降
は基金により支援）

※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

借上公営住宅制度 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省
住宅確保要配慮者あんし
ん居住推進事業 ※－ － － ※－ 国土交通省

周産期母子医療センター
運営事業

医療提供体制推進事業費
補助金15,025の内数

医療提供体制推進事業費
補助金15,401の内数

医療提供体制推進事業費
補助金22,924の内数

医療提供体制推進事業費
補助金14,947の内数 厚生労働省

小児初期救急センター運
営事業

医療提供体制推進事業費
補助金15,025の内数

医療提供体制推進事業費
補助金15,401の内数

医療提供体制推進事業費
補助金22,924の内数

医療提供体制推進事業費
補助金14,947の内数 厚生労働省

救命救急センター運営事
業（救命救急センター運
営事業と小児救急専門病
床確保事業と統合）

医療提供体制推進事業費
補助金15,025の内数

医療提供体制推進事業費
補助金15,401の内数

医療提供体制推進事業費
補助金22,924の内数

医療提供体制推進事業費
補助金14,947の内数 厚生労働省

小児救命救急センター運
営事業

医療提供体制推進事業費
補助金15,025の内数

医療提供体制推進事業費
補助金15,401の内数

医療提供体制推進事業費
補助金22,924の内数

医療提供体制推進事業費
補助金14,947の内数 厚生労働省

新生児集中治療管理室
（NICU）や小児病棟など、
小児医療施設施設整備事
業

医療提供体制施設整備交
付金2,545の内数

医療提供体制施設整備交
付金2,545の内数

医療提供体制施設整備交
付金3,242の内数

医療提供体制施設整備交
付金2,290の内数 厚生労働省

新生児集中治療管理室
（NICU）や小児病棟など、
小児医療施設設備整備事
業

医療提供体制推進事業費
補助金15,025の内数

医療提供体制推進事業費
補助金15,401の内数

医療提供体制推進事業費
補助金22,924の内数

医療提供体制推進事業費
補助金14,947の内数 厚生労働省

地域の産科医療を担う産
科医の確保事業 － 98 110 － 厚生労働省

♯８０００情報収集分析
事業 － 32 32 － 厚生労働省

小児慢性特定疾病医療費
負担金 16,257 16,481 15,043 14,502 厚生労働省

小児慢性特定疾病児童等
自立支援事業費負担金 925 923 923 169 厚生労働省

小児慢性特定疾病データ
ベース登録システム整備
事業費

40 87 79 36 厚生労働省

小児慢性特定疾病登録
管理データ運用事業 11 11 24 11 厚生労働省
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施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

小児慢性特定疾病児童成
人移行期医療支援モデル
事業

19 10 － 19 厚生労働省

慢性疾病児童等地域支援
協議会運営事業

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

198の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

187の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

220の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

160の内数
厚生労働省

小児慢性特定疾病児童等
日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

198の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

187の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

220の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

160の内数
厚生労働省

小児慢性特定疾病医療事
務費

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

198の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

187の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

220の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

160の内数
厚生労働省

小児慢性特定疾病指定医
育成事業

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

198の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

187の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

220の内数

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

160の内数
厚生労働省

結核児童療育費負担金 3 6 5 3 厚生労働省
結核児童日用品費等負担
金 1 1 1 0 厚生労働省

未熟児養育費負担金 3,697 3,715 3,658 3,490 厚生労働省
代謝異常児等特殊ミルク
供給事業 162 176 182 162 厚生労働省

移行期医療支援体制整
備事業 － －

小児慢性特定疾病対策等
総合支援事業 

220の内数
－ 厚生労働省

小児慢性特定疾病児童
等支援者養成事業 － － 10 － 厚生労働省

予防接種副反応報告制度
事業 38 38 39 36 厚生労働省

こころの健康づくり対策
事業 7の内数 12の内数 14の内数 7の内数 厚生労働省

子どもの心の診療ネット
ワーク事業

母子保健医療対策総合支
援事業18,483の内数

母子保健医療対策総合支
援事業20,594の内数

母子保健医療対策総合支
援事業21,465の内数

母子保健医療対策総合支
援事業12,739の内数 厚生労働省

母子保健指導者養成研
修等事業

子ども・子育て支援対策推
進事業委託費225の内数

（再掲）

子ども・子育て支援対策推
進事業委託費225の内数

（再掲）

子ども・子育て支援対策推
進事業委託費232の内数

（再掲）

子ども・子育て支援対策推
進事業委託費225の内数

（再掲）
厚生労働省

たばこ対策促進事業 40 40 40 40 厚生労働省

小児がん拠点病院の機能
強化

381 
施設整備費2,019 

の内数

356 
施設整備費1,669 

の内数
371 

施設整備費2,180の内数 417 厚生労働省

小児・AYA世代のがん
の長期フォローアップ体
制整備事業

－ 32 22 － 厚生労働省

子どもの体力の向上の推
進 366 291 237 331 文部科学省

学習指導要領等の編集改
訂等 535 615 588 254 文部科学省

義務教育費国庫負担金 1,529,223の内数 1,526,991の内数 1,524,664の内数 1,527,600の内数 文部科学省 
（復興庁）※5,6

運動部活動改革プラン － － 80 － 文部科学省
運動部活動の在り方に関
する調査研究事業 － 100 － － 文部科学省

運動部活動指導の工夫・
改善支援事業 250 － － 245 文部科学省

中学校・⾼等学校スポー
ツ活動振興事業 66 66 66 65 文部科学省

地域学校協働活動推進事
業※8 5,246 6,435 6,012

学校・家庭・地域連携協
力推進事業費補助金6,643

の内数
文部科学省

地域における家庭教育支
援基盤構築事業～家庭教
育支援チーム強化促進プ
ラン～※15

学校・家庭・地域の連携
協力推進事業 
5,246の内数

73 73 82 文部科学省

地域と教育機関の連携に
よる女性の学びを支援す
る保育環境の在り方の検
討

21 － － 11 文部科学省

186



施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

独立行政法人国立女性教
育会館

運営費交付金 
524の内数

運営費交付金 
519の内数

運営費交付金 
497の内数

運営費交付金 
524の内数 文部科学省

家庭教育支援推進事業※16

（子供から大人までの生
活習慣づくり応援事業を
統合）

－ 17 13 － 文部科学省

多様な主体の参画による
家庭教育の充実 18 － － 14 文部科学省

子供から大人までの生活
習慣づくり応援事業※17 26 5 － 22 文部科学省

教育と福祉の連携による
家庭教育支援事業（訪問
型家庭教育支援等）※18

－ 20 20 － 文部科学省

地域人材の活用や学校等
との連携による訪問型家
庭教育支援事業

28 － － 19 文部科学省

地域学校協働活動推進事
業（外部人材を活用した
教育支援活動）※19

1,221 地域学校協働活動推進事
業6,435の内数

地域学校協働活動推進事
業6,012の内数

学校・家庭・地域連携協
力推進事業費補助金6,643

の内数
文部科学省

連携・協働による消費者
教育推進事業 17 11 10 15 文部科学省

主体的・対話的で深い学
びの推進事業※20 66の内数 58の内数 52の内数 49の内数 文部科学省

健全育成のための体験活
動推進事業 99 99 99 

学校・家庭・地域連携協
力推進事業費補助金6,643

の内数
文部科学省

文化芸術による子供の育
成事業 5,123 5,223 5,274 4,964 文部科学省

伝統文化親子教室事業 1,202 1,238 1,269 1,117 文部科学省
全国⾼等学校総合文化祭 83 96 98 79 文部科学省
独立行政法人国立青少年
教育振興機構（子どもゆ
め基金事業費含む）

運営費交付金 
9,029の内数

運営費交付金 
8,940の内数

運営費交付金 
8,720の内数

運営費交付金 
9,029の内数 文部科学省

体験活動推進プロジェク
ト等の充実 51 37 37 38 文部科学省

環境教育強化総合対策費 ※－ － ※－ ※－ 環境省
国立公園等における子ど
もの自然体験活動推進事
業

7 7 7 6 環境省

自然公園等利用ふれあい
推進事業経費 ※－ ※－ ※－ ※－ 環境省

自然公園等事業等 ※－ ※－ ※－ ※－ 環境省
農山漁村振興交付金のう
ち都市農村共生・対流及
び地域活性化対策

1,915の内数 1,447の内数 － 1,741の内数 農林水産省

農山漁村振興交付金のう
ち農山漁村活性化整備対
策

5,335の内数 2,833の内数 － 4,615の内数 農林水産省

農山漁村振興交付金 － － 10,070の内数 － 農林水産省
次世代林業基盤づくり交
付金のうち木造公共建築
物等の整備

6,141の内数 7,010の内数 － 4,621の内数 農林水産省

林業成長産業化総合対
策のうち木造公共建築
物等の整備

－ － 23,470の内数 － 農林水産省

次世代林業基盤づくり交
付金のうち森林環境教育
など継続的な体験活動の
場、林業体験学習の場と
なる森林・施設の整備

6,141の内数 
（再掲） 7,010の内数 － 4,621の内数 

（再掲） 農林水産省

多様な担い手育成事業 42の内数 41の内数 38の内数 42の内数 農林水産省

海岸事業 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省 
農林水産省
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施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

新たな木材需要創出総合
プロジェクトのうち公共
建築物等の木造化等の促
進

1,215の内数 1,218の内数 － 1,204の内数 農林水産省

木材需要の創出・輸出力
強化対策のうち民間部門
主導の木造公共建築物等
整備推進事業

－ － 44の内数 － 農林水産省

都市・農山漁村の教育交
流による地域活性化推進 30 35 40 16 総務省

都市公園等の整備 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省
水辺の楽校プロジェクト ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省
消費者教育充実・推進事
業 28の内数 37の内数 40の内数 20の内数 消費者庁

金融知識等普及施策のた
めのパンフレット等作成
経費

16の内数 16の内数 16の内数 5の内数 金融庁

新たな食環境に対応した
食育活動モデル推進事業 100 － － 96 農林水産省

地域食文化魅力再発見食
育推進事業 109 － － 45 農林水産省

地域の魅力再発見食育推
進事業※21 － 280の内数 － － 農林水産省

食料産業・６次産業化交
付金のうち地域での食育
の推進（地域の魅力再発
見食育推進事業を統合）

－ － 1,678の内数 － 農林水産省

食育活動の全国展開事業
委託費 60 60 54 42 農林水産省

学校給食・食育総合推進
事業 223 140 124 125 文部科学省

学校安全推進事業（学校
安全教室の推進） 64 40 32 25 文部科学省

地域ぐるみの学校安全体
制整備推進事業、スクー
ルヘルスリーダー派遣事
業※8

学校・家庭・地域の連携協
力推進事業5,246の内数 

（再掲）
94 114 

学校・家庭・地域連携協
力推進事業費補助金6,643

の内数
文部科学省

子どもを犯罪等の被害か
ら守るための取組の推進 7 7 7 ※－ 警察庁

子どもの健康と環境に関
する全国調査（エコチル
調査）

4,462 4,494 5,054 4,244 環境省

子どもの不慮の事故防止 12 5の内数 － 0 消費者庁
子供の事故防止に関する
取組の推進（モデル事業） － 15 － － 消費者庁

子供の事故防止に関する
取組の推進 － － 15 － 消費者庁

少年を取り巻く有害環境
浄化のための取組の推進 25 25 30 ※－ 警察庁

青少年を取り巻く有害環
境対策の推進 67 50 42 53 文部科学省

子供の貧困対策調査研究
等経費 29 23 23 22 内閣府

子供の貧困対策に係る地
方連携支援事業 16 11 6 2 内閣府

官公民連携プロジェク
ト・国民運動の展開 91 124 124 100 内閣府

子供の貧困対策に資する
調査研究等事業 77 77 87 56 厚生労働省

ひとり親家庭等日常生活
支援事業

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,220の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,429の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

12,226の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

14,133の内数
厚生労働省

ひとり親家庭等生活向上
事業

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,220の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,429の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

12,226の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

14,133の内数
厚生労働省
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施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

母子家庭等就業・自立支
援事業

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,220の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,429の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

12,226の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

14,133の内数
厚生労働省

自立支援教育訓練給付金
事業

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,220の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,429の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

12,226の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

14,133の内数
厚生労働省

⾼等職業訓練促進給付金
等事業

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,220の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,429の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

12,226の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

14,133の内数
厚生労働省

⾼等学校卒業程度認定試
験合格支援事業

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,220の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,429の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

12,226の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

14,133の内数
厚生労働省

母子・父子自立支援プロ
グラム策定等事業

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,220の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,429の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

12,226の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

14,133の内数
厚生労働省

ひとり親家庭への総合的
な支援のための相談窓口
の強化事業

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,220の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

11,429の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

12,226の内数

母子家庭等対策総合支援
事業 

14,133の内数
厚生労働省

養育費相談支援センター
事業 55 56 56 55 厚生労働省

パンフレット・合意書の
ひな形の離婚届書との同
時交付

6 5 5 7の内数 法務省

ひとり親家庭等自立促進
基盤事業 9 9 9 7 厚生労働省

母子父子寡婦福祉資金貸
付金 3,810 3,602 3,196 1,449 厚生労働省

児童扶養手当 174,566 178,393 171,087 164,358 厚生労働省
母子家庭の母等職業的自
立促進コース等 28,322の内数 32,989の内数 61,837の内数 19,273の内数 厚生労働省

在宅就業支援事業 12 12 12 5 厚生労働省
女性のライフステージに
対応した公的職業訓練の
充実※22

52,090の内数 53,549の内数 81,834の内数 39,385の内数 厚生労働省

介護給付・訓練等給付費 958,121の内数 1,026,432の内数 1,086,397の内数 950,649 厚生労働省
保護費負担のうち母子加
算に係る負担金 2,871,112の内数 2,880,283の内数 2,863,673の内数 2,753,989の内数 厚生労働省

児童虐待防止対策支援事
業

児童虐待・DV対策等総合
支援事業7,309の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業9,517の内数 厚生労働省

個別対応できる一時保護
所の環境改善

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

5,662の内数 
児童虐待・ＤＶ対策等総合

支援事業7,309の内数

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

6,590の内数 
児童虐待・DV対策等総合

支援事業15,416の内数

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

7,129の内数 
児童虐待・DV対策等総合

支援事業15,870の内数

次世代育成支援対策施設
整備交付金 

14,780の内数 
児童虐待・DV対策等総合

支援事業9,517の内数

厚生労働省

養育支援訪問事業（再
掲）

子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数 

（再掲）

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数 

（再掲）

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数 

（再掲）

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 

（再掲）
内閣府

子どもを守る地域ネット
ワーク機能強化事業（再
掲）

子ども・子育て支援交付金 
98,176の内数 

（再掲）

子ども・子育て支援交付金 
107,617の内数 

（再掲）

子ども・子育て支援交付金 
118,766の内数 

（再掲）

子ども・子育て支援交付金 
87,510の内数 

（再掲）
内閣府

児童家庭支援センター運
営等事業

児童虐待・DV対策等総合
支援事業7,309の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業9,517の内数 厚生労働省

ひきこもり等児童福祉対
策事業

児童虐待・DV対策等総合
支援事業7,309の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業9,517の内数 厚生労働省

里親支援機関事業 児童虐待・DV対策等総合
支援事業7,309の内数 － － 児童虐待・DV対策等総合

支援事業9,517の内数 厚生労働省

身元保証人確保対策事業 児童虐待・DV対策等総合
支援事業7,309の内数 － － 児童虐待・DV対策等総合

支援事業9,517の内数 厚生労働省

基幹的職員研修事業 児童虐待・DV対策等総合
支援事業7,309の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業9,517の内数 厚生労働省

児童養護施設等の職員の
資質向上のための研修事
業

児童虐待・DV対策等総合
支援事業7,309の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業9,517の内数 厚生労働省

児童養護施設等の生活向
上のための環境改善事業

児童虐待・DV対策等総合
支援事業7,309の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業9,517の内数 厚生労働省
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施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

児童虐待防止対策の推進
等を図るための調査研究

厚生労働科学研究費補助
金の内数 － － － 厚生労働省

児童相談体制整備事業費 29 374 288 18 厚生労働省
児童虐待防止推進全国
フォーラムの開催等 14 15 15 14 厚生労働省

児童委員地域福祉強化等
対策費（再掲） 9（再掲） 9（再掲） 9(再掲） 9（再掲） 厚生労働省

就学者自立生活援助事業 － 児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数 － 厚生労働省

社会的養護自立支援事業
等 － 児童虐待・DV対策等総合

支援事業15,416の内数
児童虐待・DV対策等総合

支援事業15,870の内数 － 厚生労働省

里親支援事業 － 児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数 － 厚生労働省

乳児院等多機能化推進
事業 － － 児童虐待・DV対策等総合

支援事業15,870の内数 － 厚生労働省

産前・産後母子支援事業 － 児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数 － 厚生労働省

特別養子縁組民間あっ
せん機関助成事業 － － 児童虐待・DV対策等総合

支援事業15,870の内数 － 厚生労働省

婦人保護施設運営費補助
金 1,267 1,286 1,317 1,112 厚生労働省

一時保護所保護費負担金 955 978 998 847 厚生労働省
婦人相談所運営費負担金 18 17 17 15 厚生労働省

婦人相談員活動強化費 児童虐待・DV対策等総合
支援事業7,309の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業9,517の内数 厚生労働省

売春・DV対策機能強化
費

児童虐待・DV対策等総合
支援事業7,309の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業9,517の内数 厚生労働省

DV被害者等自立生活援
助モデル事業

児童虐待・DV対策等総合
支援事業7,309の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,416の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業15,870の内数

児童虐待・DV対策等総合
支援事業9,517の内数 厚生労働省

若年被害女性支援モデ
ル事業 － － 児童虐待・DV対策等総合

支援事業15,870の内数 － 厚生労働省

児童入所施設措置費等 114,003 122,716 126,647 109,394 厚生労働省
国立児童自立支援施設 793 839 845 755 厚生労働省

子育て支援員研修事業
（再掲）

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金2,430の

内数（再掲）

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金3,542の

内数（再掲）

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金3,018の

内数（再掲）

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金1,329の

内数（再掲）
厚生労働省

子ども・子育て支援推進
調査研究事業（再掲）

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金2,430の

内数（再掲）

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金3,542の

内数（再掲）

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金3,018の

内数（再掲）

子ども・子育て支援対策推
進事業費補助金1,329の

内数（再掲）
厚生労働省

生活保護受給者等就労自
立促進事業 6,248の内数 7,076の内数 8,051の内数 6,051の内数 厚生労働省

特定求職者雇用開発助
成金（生活保護受給者
等雇用開発コース）

－ 1,434の内数 736の内数 0 厚生労働省

ハローワークを中心とし
た、地域の関係機関との
連携による「チーム支援」
の推進によるマッチング
機能の向上及び厳正な雇
用率達成指導

1,488の内数 1,900の内数 1,876の内数 1,473の内数 厚生労働省

雇用と福祉の連携による
地域に密着した就労支援
の実施

7,537の内数 8,022の内数 8,019の内数 6,505の内数 厚生労働省

スクールカウンセラー等
活用事業 4,527 4,559 4,569 

教育支援体制整備事業費
補助金 

（いじめ対策等総合推進事業） 
5,665の内数

文部科学省

スクールソーシャルワー
カー活用事業 972 1,258 1,484 

教育支援体制整備事業費
補助金 

（いじめ対策等総合推進事業） 
5,665の内数

文部科学省

児童虐待への対応におけ
る取組の強化 18 24 30 ※－ 警察庁

児童虐待を始めとする被
害少年に対する支援対策 107 107 107 ※－ 警察庁

190



施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

障害児施設措置費・給付
費 145,799 184,045 238,154 158,246 厚生労働省

日中一時支援事業 地域生活支援事業に 
一括計上

地域生活支援事業等に 
一括計上

地域生活支援事業等に 
一括計上

地域生活支援事業に
一括計上 厚生労働省

発達障害者支援体制整備
事業

地域生活支援事業に 
一括計上

地域生活支援事業等に 
一括計上

地域生活支援事業等に 
一括計上

地域生活支援事業等に 
一括計上 厚生労働省

発達障害支援センター運
営事業

地域生活支援事業に 
一括計上

地域生活支援事業等に 
一括計上

地域生活支援事業等に 
一括計上

地域生活支援事業等に 
一括計上 厚生労働省

児童発達支援センター機
能強化事業

地域生活支援事業に 
一括計上

地域生活支援事業等に 
一括計上

地域生活支援事業等に 
一括計上

地域生活支援事業等に 
一括計上 厚生労働省

発達障害研修等事業 8 8 8 7 厚生労働省
発達障害児者の地域生活
支援モデル事業※23 36 地域生活支援事業等に 

一括計上
地域生活支援事業等に 

一括計上 23 厚生労働省

かかりつけ医等発達障害
対応力向上研修事業 44 地域生活支援事業等に 

一括計上
地域生活支援事業等に 

一括計上 2 厚生労働省

医療的ケア児支援促進モ
デル事業 － 23 19 3 厚生労働省

発達障害情報・支援セン
ター 45 52 48 38 厚生労働省

発達障害者地域支援推進
事業 － － 5 － 厚生労働省

発達障害児等不登校療育
事業 8 8 8 7 厚生労働省

発達障害児等デイサービ
ス事業 4 3 3 3 厚生労働省

地域子育て支援拠点型事
業 4 4 4 2 厚生労働省

育成医療の給付 1,844 1,639 1,449 1,561 厚生労働省
親子ふれあい療育キャン
プ事業 14 12 10 14 厚生労働省

独立行政法人国立特別支
援教育総合研究所（発達
障害教育情報センター、
インクルーシブ教育シス
テム構築データベース、
特別支援教育教材ポータ
ルサイト）

運営費交付金 
1,143の内数

運営費交付金 
1,049の内数

運営費交付金 
1,049の内数

運営費交付金 
1,049の内数 文部科学省

特別支援教育就学奨励費
負担等 12,909 12,209 11,567 9,806 文部科学省

子供・若者支援地域ネッ
トワーク強化推進事業 69 65 49 43 内閣府

地域における若者支援に
当たる人材養成 32 35 32 25 内閣府

帰国・外国人児童生徒等
教育の推進支援事業 231 260 229 206 文部科学省

「生活者としての外国人」
のための日本語教育事業
等

150の内数 151の内数 163の内数 138の内数 文部科学省

私立大学等の学生に対す
る授業料減免等 － － － － 文部科学省

子供の未来応援地域ネッ
トワーク形成支援事業 － － 151 － 内閣府

発達障害児者及び家族等
支援事業 － － 地域生活支援事業等に 

一括計上 － 厚生労働省

発達障害専門医療機関
ネットワーク構築事業 － － 地域生活支援事業等に 

一括計上 － 厚生労働省

小計 2,499,042 2,545,223 2,592,499 3,377,142 
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施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

④教育
ライフプランニング・
キャリア形成推進事業経
費

－ 23 20 － 内閣府

将来の在り方・生き方を
主体的に考えられる若者
を育むキャリア教育推進
事業（再掲）

31（再掲） 32（再掲） 27（再掲） 21（再掲） 文部科学省

児童生徒の現代的健康課
題への対応事業（学校保
健総合支援事業）

41の内数 16の内数 10の内数 34の内数 文部科学省

特定感染症検査等事業 2,128 2,602 2,616 1,480 厚生労働省
青少年エイズ対策事業 1 1 1 1 厚生労働省
道徳教育の抜本的改善・
充実 1,460の内数 677の内数 402の内数 1,013の内数 文部科学省

小計 2,129 2,626 2,637 1,481 
⑤仕事
女性のチャレンジ賞 33の内数 40の内数 55の内数 33の内数 内閣府

小計 － － － －
（1）の小計 2,533,412 2,583,854 2,632,057 3,405,184 
（2）社会全体で行動し、少子化対策を推進する。
①結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくり
子供と家族・若者応援団
表彰

子供と家族・若者応援団
表彰等経費7の内数

子供と家族・若者応援団
表彰等経費6の内数

子供と家族・若者応援団
表彰等経費8の内数

子供と家族・若者応援団
表彰等経費8の内数 内閣府

バリアフリー環境整備促
進事業 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

防災・省エネまちづくり
緊急促進事業 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

長期優良住宅化リフォー
ム推進事業 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

官庁施設のバリアフリー
化の推進 17,725の内数 17,725の内数 17,823の内数 19,338の内数 国土交通省

河川空間のバリアフリー
化 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

鉄道駅におけるバリアフ
リー化の推進

地下⾼速鉄道整備事業費
補助 

2,160の内数

地下⾼速鉄道整備事業費
補助 

4,066の内数

地下⾼速鉄道整備事業費
補助 

4,557の内数
13,363の内数 国土交通省

駅空間の質的進化（次
世代ステーション創造
事業）

－ 鉄道駅総合改善事業費補助 
1,643の内数

鉄道駅総合改善事業費補助 
　　　　　2,253の内数 6,295の内数 国土交通省

旅客船ターミナル等にお
けるバリアフリー化 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

空港のバリアフリー化の
推進 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省

地域公共交通確保維持改
善事業 22,872の内数 21,361の内数 20,950の内数 27,598の内数 国土交通省

バリアフリー法に基づく
総合的なバリアフリー化
の推進

55 62 59 ※－ 国土交通省

道路交通環境の整備 ※－ ※－ ※－ ※－ 国土交通省
交通安全施設等整備事業 ※－ ※－ ※－ ※－ 警察庁
子育て支援パスポート事
業の全国共通展開のため
の広報啓発費

10 9 8 9 内閣府

少子化社会対策調査研究
等経費 29 33 34 20 内閣府

自治 体・企 業・NPOに
よる子育て支援連携事業
全国会議開催経費

3 3 3 3 内閣府

分かりやすい少子化対策
に関する広報啓発費 6 3 1 3 内閣府

地域少子化対策重点推進
交付金（再掲） 499（再掲） 575（再掲） 999（再掲） 2,030（再掲） 内閣府

小計 103 110 105 35 
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施策・事業名
予算額（当初） 決算額

所管府省
28年度 29年度 30年度 28年度

②企業の取組
両立支援等助成金の内

「出生時両立支援コー
ス」※24

1,175 878 3,643 940 厚生労働省

次世代育成支援対策に必
要な経費 22 17 23 15 厚生労働省

中小企業両立支援助成金 1,359の内数 － － － 厚生労働省
両立支援等助成金の内

「育児休業等支援コース」 － 2,957 2,476 － 厚生労働省

両立支援等助成金の内
「事業所内保育施設コー
ス」※25

4,061 2,125 1,693 1,835 厚生労働省

キャリア形成促進助成金
（育休中・復職後等人材
育成訓練分）

17 － － 4 厚生労働省

キャリアアップ助成金
（人材育成コース・育児
休業期間中の能力アップ
訓練分）

※－ ※－ － ※－ 厚生労働省

人材開発支援助成金（特
別育成訓練コース・育児
休業期間中の能力アップ
訓練分）

（キャリアアップ助成金
（人材育成コース・育児
休業期間中の能力アップ
訓練分）を統合）

－ － ※－ － 厚生労働省

両立支援等助成金の内
「再雇用者評価処遇コー
ス」

－ 3,736 15,326 － 厚生労働省

両立支援に関する雇用管
理改善事業（「男性の育
児休業取得促進事業」お
よび「仕事と介護の両立
支援事業」を除く）

752 793 798 568 厚生労働省

ダイバーシティ普及アン
バサダー事業 195の内数 191の内数 208の内数 183の内数 経済産業省

小計 6,027 10,506 23,959 3,362
（2）の小計 6,130 10,616 24,064 3,397
2．の合計 2,539,542 2,594,470 2,656,121 3,408,581
少子化対策関係予算額 4,027,123 4,324,906 4,600,919 4,868,211 
※1 基本的に「少子化社会対策大綱」（平成27年３月閣議決定）の主要施策に従い、一般会計及び特別会計について整理。
※2 四捨五入で百万円に満たない場合には「0」、少子化対策関係予算として金額を示すことができないものの、少子化対策への貢献が見込まれる

事項は「※－」としている。
※3 少子化対策以外の目的で実施している施策と一体的に予算計上している施策については、少子化対策関連分の予算額が特定ができないことか

ら、総額には含めていない。
 また、個別事業に係る予算額及び決算額は特定できないが、補助金等の全体が少子化対策関係予算に計上されているものについては、下記の

とおり、それぞれの項目補助金等の総額を計上している。
 1．（1）「子育て支援施策を一層充実させる。」の小計には、「子ども・子育て支援交付金」及び「子ども・子育て支援対策推進事業費補助金」、

「子ども・子育て支援対策推進事業委託費」、「次世代育成支援対策施設整備交付金」の予算額及び決算額を計上
 2．（1）②「妊娠・出産」の小計には、「母子保健医療対策総合支援事業」を計上
 2．（1）③「子育て」の小計には、「母子家庭等対策総合支援事業」及び「児童虐待・DV対策総合支援事業」を計上
※4 国土交通省関係では、本表の掲載の有無にかかわらず、社会資本整備総合交付金として平成28年度予算では8,983億円、平成29年度予算で

は8,940億円、平成30年度予算案では8,886億円、防災・安全交付金として、平成28年度予算では11,002億円、平成29年度予算では
11,057億円、平成30年度予算案では11,117億円による各施策がある。

※5 復興特別会計に計上している事業の目的は東日本大震災からの復旧・復興であり、少子化対策への貢献も見込まれるため、少子化対策関係予
算に計上している。

※6 東日本大震災からの復旧・復興に係る部分については、復興庁に一括して計上し、復興庁からの文部科学省該当事業に係る予算の移し替えを
行い、文部科学省で執行している。

※7 「企業主導型保育事業」には「企業主導型保育事業運営費」「企業主導型保育事業整備費」が含まれる。
※8 平成28年度までの施策・事業名は「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」
※9 「ジョブ・カード制度（若年者関係分）」は小計・総計に含まない。
※10 平成28年度までの施策・事業名は「キャリア教育専門人材養成事業」
※11 平成28年度までの施策・事業名は「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」
※12 平成28年度までの施策・事業名は「女性活躍加速化助成金」
※13 「生涯を通じた女性の健康支援事業」は、「女性健康支援センター事業」及び「不妊専門相談センター事業」を含む。
※14 子ども・子育て支援新制度移行分の含めた幼稚園就園奨励費等に係る所要額
※15 平成28年度まで「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」内で実施
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※16 平成29年度の施策・事業名は「家庭教育支援基盤整備事業」
※17 平成29年度の施策・事業名は「子供の生活習慣づくり支援事業」
※18 平成29年度の施策・事業名は「先駆的家庭教育支援推進事業（訪問型家庭教育支援の実施）」
※19 平成28年度までの施策・事業名は「地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業」
※20 平成28年度の施策・事業名は「課題発見・解決に向けた主体的・協働的な学びの推進事業」
※21 平成28年度の施策・事業名は「新たな食環境に対応した食育活動モデル推進事業」と「地域食文化魅力再発見食育推進事業」、小計・総計に

は含まない。
※22 平成29年度の施策・事業名は「託児サービスを付加した委託訓練の推進」
※23 平成28年度までの施策・事業名は「発達障害・重症心身障害児者の地域生活支援モデル事業（重症心身障害児者の地域モデル分を除く）」
※24 平成28年度までの施策・事業名は「出生時両立支援助成金」
※25 平成28年度までの施策・事業名は「両立支援等助成金の内「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」」

194


