
IV 独自事業の概要（自由記入設問より） 

 



 

 



95 

1. 都道府県 

(1) 独自事業の掲載について 

全 47 都道府県が回答した事業についてはすべて掲載している。記載は任意のため、記載の

ない都道府県が当該分野の事業を実施していないということではない点には、十分留意する必

要がある。 

内容については、概ね記載された通りに掲載しているが、分野については本調査の趣旨に

したがって掲載している場合がある。 

「独自事業」とは、自治体の単独予算で実施されている特色のある事業を想定して記述をお

願いしたもので、国補助事業への上乗せ補助等も含めて記入していただいている。 

(2) 地域子育て支援 

地域子育て支援センター、つどいの広場といった国補助事業及び類似事業を除く「地域子

育て支援」について記入していただいた。相談、交流支援、情報提供、サークル育成、一時保

育等等のさまざまな事業が実施されているが、都道府県によって実施している内容は大きく異

なっていて、子育て家庭への支援に対する特徴が も現れていると考えられる。事業費は数百

万円単位のものが多いが、複合的な機能を持つ事業の場合等は数千万円、億円単位の事業

もある。 

分野：②地域子育て支援 
都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

青森県 子育て支援 24 時間電

話情報提供事業 

育児の相談や各種支援制度の案内等、電話の自動応答シ

ステムにより 24 時間情報提供する。（財）母子衛生研究会に

委託 

安心子育てベビーダイヤル（妊婦の不安、子育ての心配） 

安心子育て応急ダイヤル（乳幼児の事故防止と応急手当） 

子育て中の親 4,792 

 青森県子ども家庭支

援センター総合相談

事業 

3 人の相談員により電話相談（年末年始を除く 9 時～20 時

（土日は 18 時）まで）や、面接相談（年末年始、水曜日を除く

毎日 9 時～16 時）、小児科医による医療相談（月 1 回）、児童

相談所児童福祉司による児童相談（相談の上、決定する） 

子育て中の親 6,301 

 エンジョイ子育て支援

事業 

子育て情報啓発誌の発行（年 2 回） 

青森県子ども家庭支援センターHP の運営 

子育て支援関係団体のリストの作成、配布 

子ども家庭支援センターが入居しているアピオあおもりの児

童図書室、プレイルームの整備 

子育てサークル等が開催する学習会、研修会への講師の派

遣（年 20 件） 

子育て中の親、児童・

子育てサークル、子育

て支援関連団体 

3,259 

 あったか家族応援事

業 

人形劇、演劇、音楽会、映画の上演・上映 

親子のスキンシップの図り方の指導及び保育士等を対象に

した実技研修会 

子どもの人権ワークショップ 

子育て支援活動交流会 

※事業の企画は、子育て支援団体等の代表者や子どもによ

り構成される企画運営委員会で行う 

児童と親 6,311 

 手作り絵本、おやつコ

ンクール事業 

手作り絵本コンクール 

手作りおやつコンクール 

手作り絵本講習会 

手作りおやつの講習会 

一般県民 875 

山形県 少子化対策地域推進

事業 

NPO 等の民間団体による乳幼児の一時預かり、親子交流ひ

ろばの設置、子育て支援情報の提供などを支援する市町村

に対して、年間 50 万円を交付するもの 

8 市町村 4,000 

 地域の子育て支援を

考える会 

1 か月に 1 回程度、子育て支援の普及啓発、発展に寄与す

る事業、研修、その他関連する事業を展開するもの。県が事

務局となり、地区の主任児童委員等 26 名を構成員として運

営（山形市 1 地区でモデル的に実施） 

1 か所 

地区住民、約 4000 世

帯 

223 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

福島県 住民参加型子育て相

互援助活動支援事業

ファミリーサポートセンターのコーディネーター養成のための

講座の実施。年 7 回、NPO 法人に委託 

受講者 33 名 2,147 

茨城県 子育てサポーター派遣

事業 

育児の援助を受けたい者と援助を行いたい者が会員登録

し、コーディネーターの調整のもと、有償で子育て相互援助

を行う 

妊娠初期から産前産後の妊産婦や乳幼児の世話 

保育所への送迎、預り等 

実施主体：市町村 

15 年度 

補助市町村数：26 

利用会員数：913 人 

協力会員数：914 人 

9,900 

 街角すこやかルーム整

備事業 

商店街の空き店舗等を活用し、ボランティア等により子どもの

一時預り施設を整備するのに必要な経費を補助する 

実施主体：市町村 

16 年度 

補助市町村：つくば市 

3,000 

群馬県 ぐんま子育て塾事業 広域的、地域連携的な子育て支援の取組みを一層促進する

ため、県内の子育て家庭を対象とした特色ある事業の企画を

募集し、事業委託を行う 

14 事業（予定） 6,100 

 ぐんま地域活動連絡協

議会運営費補助 

母親クラブ（29 クラブ、会員 1218 人） 

の連絡協議会 

 300 

 地域組織活動推進費

補助 

各母親クラブ運営費補助 51 クラブ 2,318 

 地域子育て総合推進

（群馬県ファミリー・サ

ポート・センター設置

支援事業） 

ファミリー・サポート・センター及びミニファミリー・サポート・セ

ンターの設置推進及び運営費補助 

ファミリー・サポート・セ

ンター：7 か所 

ミニファミリー・サポー

ト・センター：2 か所 

9,636 

 ぐんま父親クラブ 父親の家庭教育への理解と参加を促進するため、父親クラ

ブの開設を支援するとともに、おとうさんの子育てウィークを

開催し、家庭の教育力の向上を図る 

1.ぐんま父親クラブ 

2.おとうさんの子育てウィーク（11 月 28 日～12 月 5 日、家庭

教育フォーラム） 

1.開設数：50 

2.200 人 

3.親子体験教室：5 教

育事業所、290 人 

4,073 

 家庭教育電話相談 これから親になる人から、高校生くらいまでの子どもを持つ保

護者等の家庭教育上の悩みや不安に応える 

実施曜日：火～土（週 5 日間） 

相談時間：10 時 30 分～12 時 30 分、13 時 30 分～15 時 30

分、16 時 30 分～20 時 30 分 

相談員：32 名 

15 年度 

相談件数：2491 件 

4,016 

 親子体験活動推進事

業 

自然体験や生活体験等様々な体験活動を通して、子どもた

ちの創造力や社会性を育むとともに、親子での協働作業や

共通体験により、家族の「きずな」を深める 

実施場所：群馬県青少年会館、県立北毛青年の家、県立妙

義・東毛少年自然の家 

4 事業所×3 事業、12

事業を実施 

1,200 

埼玉県 わがまち子育て総合支

援市町村自主事業 

各市町村が地域の実状に応じて、主体的に子育て支援施策

を提案し、住民との協働により事業を実施するものへの補助

  

千葉県 「親と子の育ちの場」推

進事業補助（学事課）

周囲に子育てに関する相談相手のいない保護者や、日ごろ

子供と接する機会が少ない保護者がもっと子育てに関わり、

子供と豊かな関係が持てるようになるための場を提供する事

業を実施する学校法人立幼稚園に対して補助する 

学校法人立幼稚園（平

成 16 年度、47 園） 

20,000 

東京都 子ども家庭支援センタ

ー事業（都独自事業）

実施主体：区市町村 

事業目的：子どもと家庭の総合支援機関として、以下の事業

を行い、地域の子どもと家庭に関する支援ネットワークを構築

する 

事業内容： 

1.子どもと家庭に関する様々な相談の受付 

2.ショートステイ、トワイライトステイ、一時保育など「子ども家

庭在宅サービス」の提供 

3.サービス調整（支援計画の策定、実施） 

4.子育てサークル、ボランティアの育成 

5.虐待家庭等に対する見守りサポート 

6.虐待を未然に防止するための虐待防止支援訪問 

7.子ども家庭在宅サービスの担い手となる養育家庭の普及

等の活動 

センターの種類： 

先駆型子ども家庭支援センター（事業内容 1～7 を実施） 

従来型子ども家庭支援センター（事業内容 1～4 を実施。ほ

か 7 の単独実施） 

予算：53 か所 

実績：51 か所 

481,250 

 一時保育事業（都単独

事業） 

実施主体：区市町村 

実施場所：保育室、家庭福祉員宅 

職員体制：一時保育児童を含めた保育児童数に照らし、保

育室及び家庭福祉員の配置基準を満たす職員で実施 

実績：28 か所 538 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

神奈川県 巡回アドバイザー派遣

事業 

夜型保育施設（ベビーホテル）、その他施設保育施設等を対

象に、保健師、栄養士、保育士の専門的な知識を有する者

をアドバイザーとして派遣し、保育や給食・栄養管理、健康管

理・応急手当など 

の知識・技術について実地指導を行う 

1 施設あたり年 2 回程

度 

延べ 120 施設（実 115

施設） 

1,740 

富山県 市町村子育て支援化

事業 

子育て中の親同士が気軽に学習、情報交換等ができる機会

を拡充するため、市町村が保育所、児童館等において親子

サークルや子育て教室等の子育て支援事業を実施する場

合、その事業費を補助するもの 

6 町 1,500 

 家庭教育活性化支援

事業 

家庭教育アドバイザー養成講座 

乳幼児教育や保育等、過去に子育てに関わってきた人を対

象に研修講座を開催することで、家庭教育アドバイザー等、

家庭教育指導者の養成及び資質の向上を図る 

短期大学へ事業実施委託 

年 1 講座 30 時間、60

名を養成 

2,000 

 家庭教育活性化支援

事業 

家庭教育研究会 

実施主体：富山県婦人会へ事業実施委託 

地域の大人が家庭教育を支援していく機運を高め、家庭教

育及び家庭教育を大切にする社会づくりを推進していくた

め、以下の事業を行う 

県全域を対象として実

施する事業 

市町村を対象として実

施する事業 

1,150 

 家庭教育相談事業 家庭教育に関する悩みや不安を抱く親に対して、電話相

談、カウンセリング、電子メール等を活用し、いつでも気軽に

相談できる体制の充実を図る 

1.家庭教育相談担当者会議の開催 

2.家庭教育 24 時間電話相談「子育てほっとライン」 

相談員 5 人による交替勤務、週 6 日 

3.家庭教育カウンセリング 

3-1.相談室カウンセリング（家庭教育に関する相談のうち、よ

り専門的な対応が必要となる相談者についてカウンセリング

を行う。毎週月曜日、9 時～17 時、毎週木曜日、13 時～17

時 

3-2.出前カウンセリング（相談員が直接、家庭教育に関する

親等の面接相談に応じるため、会場を移してカウンセリング

を実施する 

4.子育て情報バンク「子育てネッ！とやま」（HP、電子メール

相談） 

4-1.子育て情報バンク（インターネット上に家庭教育及び子

育てに関するホームページを開設し、いつでも気軽に情報を

得ることができるようにする 

4-2.電子メール相談（家庭教育に関する不安や悩みを電子

メールにより受け付け回答する） 

5.子育てほっと RADIO 

子育てに関する電話相談、カウンセリング、電子メール相談

等の事例及び回答、アドバイスの内容から、親から子へのメ

ッセージ・元気な子育て体験談など子育てに関する様々な

情報を、ラジオ番組を活用して提供する(民間放送AM局、10

分枠、隔週 1 回） 

1.年 6 回、相談員 5 名 

3-1.臨床心理士、小児

科医 3 名 

3-2.臨床心理士、小児

科医、教育者 3 名等 

県内 4 か所で実施 

4.子育て経験者 1 名 

12,553 

 3 歳児親子ふれあい村

事業 

親子の自然・生活体験を通して子どもの感性の萌芽を促すと

ともに、保護者には家庭教育の見直しの機会を提供する。ま

た、ボランティアの参加を促し、地域の子育てネットワークを

育成する 

24 市町村 5,100 

 家庭教育かわら版事

業 

1.家庭教育かわら版の作成、配布 

しつけや生活習慣、子どもを取り巻く家庭生活等の現代的な

課題への対応等の家庭教育に関する様々な情報や、子育て

サークルの情報等、子育て支援に必要な情報を掲載した情

報紙を作成、配布し家庭の教育力の向上を図る 

仕様：タブロイド版 4 色、4 ページ 

2.「親子で約束、わが家のルール」啓発パンフレットを作成、

配布し各家庭での取り組みを促す 

家庭教育かわら版は、

配布対象：幼稚園、保

育所、小学校（1、2 年）

に通う子どもを持つ親

等、70 千部、配布回

数：3 回（7 月、11 月、3

月） 

「親子で約束、わが家

のルール」は、県内全

小学校全児童 

8,500 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

 子育てサークルさぽー

と事業 

子育てサークル等が行う、親同士や親子の交流、体験機会、

学習の場の創出等を目的とした子育て支援の諸活動を活性

化を図る 

1.子育てサークル等への助成事業 

子育てサークル等が行う子育て支援諸活動にかかる必要な

経費について助成する 

2.子育てサークルネットワーク化推進協議会、子育てサーク

ルサミットの開催 

子育てサークルのネットワークの育成等について協議するこ

とで、県内全域の子育てサークル活動を活性化を図る。（委

員 8 名、年 4 回）また、子育てサークル代表者による「子育て

サークルサミット」を開催し情報交換を行う 

日時：平成 16 年 9 月 25 日、9 時 30 分～12 時 

場所：富山県総合福祉会館「サンシップとやま」 

子育てサークル等への

助成事業は、助成サ

ークル、84 サークル 

6,000 

山梨県 山梨県子育てサーク

ル活動支援事業補助

金 

子育てサークルであって、概ね年 4 回以上の各種行事を実

施し、研修会・相談会・地域交流会等の活動に対し助成 

補助率：県 1/2、市町村 1/2 

限度額：100 千円 

20 か所 1,000 

 山梨県地域子育て支

援座談会開催事業補

助金 

児童館や公民館等を利用し、市町村で自由に企画しながら

地域住民による講演や意見交換会に対し助成 

補助率：県 1/2、市町村 1/2 

限度額：150 千円 

20 か所 1,500 

長野県 ファミリー・サポート・セ

ン タ ー 支 援 事 業 （ 県

単） 

国庫補助対象外の人口 5 万人未満の市町村が設置・運営す

るミニ・ファミリー・サポート・センターに対する経費の助成 

5 市町村 2,216 

 子育て指導者養成講

座 

地域の子育て指導者を養成するための専門的、実践的な講

座を実施する 

実施場所：県生涯学習推進センター他 

実施日：6 月～10 月（全 5 回） 

155 名 591 

 チャイルドライン支援

事業 

市民団体等がチャイルドラインを設置・運営する経費を助成 2 か所 500 

 宅幼老所支援事業 地域の高齢者と乳幼児が一緒に過ごせる宅幼老所を開設す

るための経費を助成 

47 か所 230,753 

 お年寄りといつでもふ

れあえる学校づくり支

援事業 

お年寄りと子どもが日常的にふれあうことができる場所を、

小・中学校内に整備するための経費を助成 

※事業費は 9 月に補正予算 

10 校 7,000 

岐阜県 コミュニティママ子育て

サポート事業 

利用会員（子育て中の母親等）とサポート会員（コミュニティマ

マ）による子育て相互援助システムを実施する市町村に対し

て補助。利用会員の希望によりサポート会員が次の援助を行

う 

保護者の疾病等に伴う子どもの世話 

保育所等の保育時間前後の子どもの世話 

保育所等への送迎など 

9 市町村 6,500 

 21 世紀の子育て講演

会 

児童生徒が実社会の出るとき、どういう人材が求められてい

るか、社会の現実と教育の在り方について、専門家や企業経

営者から情報を得る 

開催場所：県内 6 か所 

開催期間：平成 16 年 7 月～12 月 

対象：小・中・高の PTA

会員 

参加者総数：2068 人 

1,100 

 「アンヨはじょうず」テレ

ビ放送事業 

乳幼児を持つ親等が当面する諸問題や乳幼児期の子どもの

教育の在り方について、映像を通じて情報を得て、家庭教育

の学習機会とする 

対象：県内の乳幼児期

の子どもをもつ親等 

6,039 

静岡県 子育てサークル支援

事業 

1.子育て応援活動事業 

地域で子育てを応援する民間グループに対して活動費を助

成 

2.子育てサークル育成アドバイザー事業 

サークルをつくりたいグループ、活動に悩むサークルの求め

に応じ、県に登録した子育てサークル育成アドバイザーを派

遣 

1.9 グループ 

2.200 サークル 

2,400 

 私立幼稚園すこやか

子育て支援事業費助

成 

私立幼稚園の地域における、子育て推進活動等に助成 （社）静岡県私立幼稚

園振興会 

3,000 

愛知県 子育て支援者交流事

業 

県内 8 地区年 1 回 

11 月～12 月 

地区子育て交流推進協力者会議（10 名）を設置し、企画・運

営を行う 

子を持つ親、子育てサ

ークルや子育て支援

団体の関係者、教職

員等約 2000 人 

2,040 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

 私立学校経常費補助

金（幼児教育充実推進

費補助金・子育て支援

分） 

幼児教育センター機能の役割として、カウンセリング、講演

会、子を持つ親の交流会、情報提供を行う私立幼稚園に対

して補助する（国庫補助事業への上乗せ補助） 

※事業費：1200 千円（国庫補助 600 千円、県負担 600 千円）

×40 園 

16 年度予算積算上の

対象園数：40 園 

48,000 

三重県 子育て情報交流センタ

ー事業（専任コーディ

ネーター配置） 

地域子育て支援センター等、子育て支援機関への支援を行

う 

総合的な情報の提供 

人材育成（研修、交流） 

ネットワークづくりの支援 

 7,826 

滋賀県 青少年・子ども電話総

合相談室 

子どもに関するあらゆる問題について、一次的な電話相談に

応じる。土・日・祝日を含む毎日。9 時～21 時（年末年始を除

く） 

 42,169 

 「あったかほーむ」づく

り事業 

民家や空き店舗などの地域に密着した既存施設を活用し、

子どもや障害者など誰もが自然に集いふれあう場づくりを推

進する 

施設整備補助：5 か所 

コーディネーター配置

補助：2 か所 

12,067 

京都府 京の子育てネットワー

ク支援事業 

家庭の子育て力が低下している中、子育て関係団体等で構

成する「京の子育てネットワーク」を構築し、情報の交換、発

信、連携による子育て家庭への支援強化を行う 

全ての子育て家庭 5,000 

 親子のふれあい推進

事業 

子育て家庭が府立施設を利用する際、その使用料を減免す

る 

全ての子育て家庭 3,000 

 家庭教育支援・相談事

業 

1.家庭教育フォーラム 

2.親と子の体験学習 

3.家庭教育資料の作成、配布 

4.家庭教育カウンセラー巡回相談事業 

5.学校・家庭教育電話相談事業 

1.5 か所、1662 人 

2.3 か所、576 人 

3.2 種類、60000 部 

4.6 か所、相談員 2 人 

5.1 か所、相談員 1 人 

11,901 

 地域連携支援事業 Let's 夢体験事業 

府 PTA 協議会に委託し、親と子が地域の人々との交流を深

める奉仕体験活動や職場体験等の体験活動を実施 

6 か所、約 600 人 2,780 

大阪府 子ども家庭サポーター

養成事業 

地域で保護者や子どもからの相談に応じるとともに、福祉サ

ービス等へのつなぎ役を果すボランティア（子ども虐待防止

アドバイザー）を、育成目標を定めて計画的に養成 

200 人養成 2,571 

 家庭支援推進保育所

事業 

ひきこもりがちな家庭や家庭環境に配慮を要する入所児童

及びその家庭を対象に、家庭訪問や育児相談・親子教室の

実施など保育所機能の地域展開を行う市町村に対し助成 

70 か所 103,361 

 私立幼稚園と家庭・地

域との連携事業補助

金 

私立幼稚園における子育て支援機能の充実を図るため、府

内の私立幼稚園設置者が地域や家庭と連携して実施する子

育て支援事業に対して補助する 

110 園 18,000 

 私立幼稚園「親と子の

育ちの場」モデル推進

事業補助金 

私立幼稚園が地域の子育て家庭を対象に行う土・日曜日や

長期休業中の親と子の体験活動（父親の保育参加、中高生

や高齢者との交流等）を支援する 

40 園 12,000 

兵庫県 すくすく相談事業 実施主体：県 

実施場所：民間保育所 

実施回数：月 6 回 

職員配置：相談員 1 名 

事業内容：相談員による電話・来所育児相談・指導 

保護者研修や地域子育て教室の開催 

新米パパ等家族ぐるみの地域子育て体験 

387 か所 94,739 

 こどもの館による健全

育成のための取り組み 

（こどもの館三世代ふ

れあい交流事業） 

県立こどもの館（大型児童館）は、幼児教育センターの機能

を併せ持ち、児童の健全育成事業のほか、親子の体験活動

の実践普及等に取り組む。職員 24 名（嘱託指導員を含む）

＋こどもの館ボランティア（15 年度末 539 人） 

1.祖父母世代の子育て親育てセミナーの実施(年間 10 回講

座） 

2.三世代ふれあいコーディネーターの認証・登録・派遣（セミ

ナー修了者の登録、随時派遣） 

3.三世代ふれあい交流サロンの開設（年間 10 回） 

4.ふれあいクラブ「館」の実施（日本古来の和太鼓やしの笛、

よさこい踊り等の体験・交流・発表。年間 20 回） 

1.受講者 30 人、全県

域から募集 

2.まちの子育てひろば

等、全県域へ派遣 

3.全県から発表グルー

プ募集（10 月末延べ

1145 人参加） 

4.クラブ参加小学生 19

人 

3,255 

 こどもの館による健全

育成のための取り組み 

（「こどもの館劇団」の

養成） 

演劇活動を通じて児童の表現力や創造力を高めるため、中・

高校生の劇団員を専門家の指導のもとに養成。自作自演に

よる野外劇発表。平成 3 年度～継続。16 年度は 14 回目 

毎年 20～30 名、小・

中・高校生の参加募集 

1,256 

 こどもの館による健全

育成のための取り組み 

（友好姉妹州省アート

コンクール事業） 

友好姉妹州省や園内の児童から絵画を募集し、入選作品を

原画に制作した彫刻をこどもの館の「世界こども彫刻の杜」に

設置（本年度作品募集、次年度彫刻制作） 

友好姉妹州省（7） 

園内（各都道府県） 

県内の児童（本年度募

集 3176 点） 

1,874 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

 こどもの館による健全

育成のための取り組み 

（家庭教育番組「赤い

ほっぺパートⅡ・みん

な元気」の作製・放映） 

幼児から高校生までの児童を持つ家族を対象に、家族のふ

れあい交流や親子体験等の家族教育・子育てに関する情報

提供 TV 放映 15 分間番組、年間 26 回（昭和 45 年～） 

一般県民、子育て家庭

対象 

9,880 

奈良県 子育て家庭サポートセ

ンター事業 

子育て家庭サポート事業を実施する。（財）健協奈良支援財

団への補助 

人件費：29527 千円 

管理運営：1265 

総合相談窓口管理運営：410 

子育て広場管理運営：904 

運営協議会：207 

相談機関のネットワーク形成：142 

子育て支援研究会：465 

子育て支援推進コーディネーター研修：218 

子育て支援サークル等の情報交流会：306 

子育てホームページの運営：2374 

県民 35,818 

 地域子育てサポートク

ラブ育成モデル事業

地域住民相互援助による子育てサポートシステムを確立する

ための市町村補助事業 

補助率：県 1/2、市町村 1/2 

助成期間：1 市町村 3 年以内 

3 年間の総事業費：上限 3000 千円 

5 市町村 2,733 

 子育てリレートークの

開催 

子育て中の保護者の負担・不安の軽減及び仲間づくりのた

め、「地域で子育て」をテーマにそれぞれの地域における事

例発表、講演 

4 市町村 891 

 新米パパの子育て読

本の配布 

参加者全員での座談会などを行う。育児への男女共同参画

の視点を取り入れ、父親にとって必要な子育ての情報を提供

し、父親の子育て参加を促進することにより、母親の孤立防

止及び子育てに伴う不安感や負担感を軽減するため、父親

向けの育児書を配布 

6000 部 484 

 子育て情報コーナー

の運営 

育児、子育て支援、健康、医療、教育、遊び場など子育てに

関連する資料、パンフレットを一括して低巨、提示するため、

「子育て情報コーナー」として県内 7 か所にスタンドを設置 

7 か所 460 

鳥取県 子育て NPO 等支援事

業 

子育てサークル等活動支援事業 

親同士の情報項間や各種事業を行う子育てサークルが連携

して行う事業に対して助成し、地域での子育て支援の場を広

げる 

15 団体 1,500 

 子育て NPO 等支援事

業 

NPO 等意見交換会 

子育てサークル、市町村行政担当者、子ども関係 NPO 団体

との意見交換会 

 690 

 輝く！子育て PR 大作

戦 

子育ての楽しさや、父親の子育て参加に向けての従業員向

け意識啓発、次世代育成支援対策法一般事業主行動計画

策定に向けての事業主・経済団体向けの意識啓発を実施す

る 

5 か所 300 

 子どもの権利条約普及

促進事業 

平成 15 年度に策定した「子どもの権利条約普及推進行動計

画」を推進するとともに、児童・保護者に対してより一層条約

の普及、活用を図る 

パンフレット：小学校 6

年生用 7000 部 

子どもフォーラムの開

催：1 か所 

950 

 地域子育て支援センタ

ー研修事業 

地域子育て支援センター職員を対象に「親育ち」に関する研

修を実施 

県内 3 か所 

平成 16 年 9 月、各地区 1 回実施 

外部講師による研修 

地域子育て支援センタ

ー職員（3 か所、51 名） 

250 

 県民自ら行う子育て学

習支援事業 

家庭教育電話（電子メール）相談の開設 

生涯学習センター 

月～金：10 時～20 時 30 分、土：10 時～16 時 30 分 

子育て相談を希望する

県民 

4,237 

島根県 ふれあい子育てコミュ

ニティ推進事業 

ふれあい子育てサロン創設事業 

市町村社協や NPO 法人等の民間団体等が設置する「子育

てサロン」の立ち上げを支援・助成。1 団体あたり 500 千円 

地域の子育てねっと事業 

IT を活用して各地域の子育て支援情報を提供 

15 市町村社協 

5 民間団体等 

18,000 

 少子化対策推進事業 子育て支援等を目的とした、先導的・先駆的な取り組みや、

有機的・広域的連携を促進する県内の民間団体等を助成 

 26,000 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

岡山県 まちかど子育て支援ル

ーム事業（子育て支援

課） 

子育てに不安を感じている親たちが気軽に相談できるように

「まちかど子育て相談」を開設する。また、男性の子育てへの

参加を促進するために、「お父さんの育児教室」を開講する。

併せて、買い物等でリフレッシュできるように「乳幼児の一時

預かり」を実施する 

まちかど子育て何でも相談（無料）：保育士等による相談（土・

日・祝日（月を除く）） 

お父さんの育児教室(無料）：毎月第 3 日曜日に実施 

乳幼児の一時預かり：土・日・祝日（月を除く）に実施。利用負

担金 500 円 

 4,814 

広島県 民間子育てサービスネ

ットワーク事業 

子育てサークル、母親クラブ等の活動支援、情報収集、ボラ

ンティアの発掘 

県内子育てサークルな

ど 

21,002 

山口県 子育てサークルサポー

ト事業 

子育てサークルをサポートするために登録している各種の技

能を持っているアドバイザーの派遣やサークルのリーダーの

養成を行う 

実施主体：市町村 

6 市町村 

2,000 

愛媛県 いきいき子育て推進事

業 

地域において子育ての支援を行う意志のある者と支援を受

けたい者とを組織し、相互援助活動などを実施する。コーデ

ィネーター1 名配置。支援保育所への助成 

2 町（3 年間のモデル

事業であり、16 年度で

終了） 

3,117 

高知県 地域子育て応援事業

費補助金 

子育て支援に関する人材育成 

子育て家庭への自主的な支援活動 

育児支援者により相互援助活動の組織づくり等 

子育て支援に関する、地域が連携して行うもの 

14 か所 1,400 

 子育て支援活動推進

事業 

地域における子育て支援者と市町村との交流（県福祉事務

所単位に交流会等の開催） 

5 か所 1,995 

佐賀県 地域ふれあい育児サ

ークル支援事業 

育児サークル等の活動を支援するため、次の活動を行う市

町村に対し補助を行う 

育児サークル等への活動場所の提供、講師等の派遣、サー

クル間の交流 

育児サークルの人材育成のための研修会 

育児サークル活動への助成 

市町村 3,206 

 地域子育て相互支援

事業 

ファミリー・サポート・センターの補助要件に満たない、小規

模の市町村における地域子育て相互支援事業に対し補助を

行う 

市町村 15,420 

熊本県 子育て支援コーディネ

ーター養成講座（熊本

市（中核市）との共同

事業） 

子ども家庭を取り巻く環境を総合的に理解し、家庭全体を視

野に入れたケースマネジメント、利用援助及び情報提供等を

行う人材の養成 

実施回数：年 5 回（全日） 

熊本県地域子育て支援センター事業連絡協議会に事業の

運営を委託 

県 及 び 市 町 村 保 健

師、地域子育て支援セ

ンター担当職員、つど

いの広場アドバイザー

等、40 名程度募集 

（平成16年度、48名受

講） 

1,081 

 子育て支援実践者支

援事業 

1.子育てサークルリー

ダー研修会 

2.子育てサークルフォ

ーラム 

3.子育て支援実践者

圏域研修会 

（熊本市（中核市）との

共同事業） 

地域における子育て支援を推進するため、地域の子育てサ

ークル活動を支援し、県内における子育てネットワークを進

め、地域ぐるみの子育て支援活動の充実を図るための研修

会やフォーラムの開催 

1.子育てサークルリーダー研修会：年 3 回 

2.子育てサークルフォーラム：年 1 回 

3.子育て支援実践者圏域研修会：県内 10 地域、各 2 回（計

20 回） 

 

地域における子育て支

援実践者等 

1.延べ 127 人 

2.150 人 

3.延べ 500 人 

3,786 

 子育て応援団推進事

業（熊本市（中核市）と

の共同事業） 

地域ぐるみで子ども・子育てを支えていくネットワーク事業に

寄与するとともに、県内で実施され、その成果が県民に広く

還元できることが見込まれる事業案の提案を受け、有識者に

より選考されたものをモデル事業として団体に実施委託し、

行われた実践の事例発表を行う 

NPO や子育てサーク

ルなでの民間団体 

12 団体に委託（うち 2

団体が熊本市の団体） 

3,993 

 子育てサークルホーム

ページ 

県内において活動する子育てサークル（グループ）の活動情

報を掲載 

子育て中の保護者や子育て支援実践者又は子育てサーク

ル間の情報交換ツールとしての掲示板を設置 

県、市町村及び子育てサークルが行うイベント等を告知 

 3,623 

 子育てトーク（熊本日

日新聞社との共催事

業） 

県民すべてが子育てについて考える機会をつくり、子ども・子

育てを支えあう地域づくり。年 4 回（県内 4 か所で開催 

県民すべて 

各回約 300 人程度（計

1200 人） 

2,000 

大分県 地域子育てサポート事

業 

子育てを支援したい人と受けたい人を組織化し、臨時的・突

発的な保育需要に対応する子育て援助経費に対して助成

する（ファミリー・サポート・センター事業の国庫補助要件であ

る人口 5 万人以上を満たさない市町村が対象） 

8 市町村 2,400 
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(3) 保育サービス・幼児教育 

保育園に対する補助としては、運営費等補助、低年齢児保育に関する保育士加算、障害児

保育加算、第 2 子・第 3 子以降の保育料軽減等が多い。幼児教育については、私立幼稚園に

対する補助事業が多く、運営費補助、預かり保育への補助等が多い。保育士・養護教諭に対

する研修への補助事業も多くなっている。 

分野：③保育サービス・幼児教育 
都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

北海道 幼稚園における子育て

支援機能強化促進事

業(緊急地域雇用創出

特別対策推進費） 

公立幼稚園に「子育て支援機能」を付加し、地域で子どもを

育てる拠点（地域の幼児教育センター）として育成するため、

道教委が採用する「子育て機能強化推進員」を公立幼稚園

を設置する市町村教育委員会に配置する 

7 市町村に各 1 名配置 18,318 

青森県 幼児教育研修講座 実施場所：青森県総合学校教育センター 

実施日：平成 16 年７月 26 日～27 日（2 日間） 

運営：青森県総合学校教育センター、指導主事等 

対象人数：100 名 

参加人数：86 名（他聴

講 4 名） 

134 

 障害幼児教育研修講

座 

実施場所：青森県総合学校教育センター 

実施日：平成 16 年 10 月 5 日～6 日（2 日間） 

運営：青森県総合学校教育センター、指導主事等 

対象人数：80 名 

参加人数：73 名（他聴

講 44 名） 

118 

 私立幼稚園子育て支

援活動費補助 

青森県私立幼稚園連合会が実施する研修会、子育て支援

ガイドの発行等、子育て支援活動に対して助成する 

研修会県内 2 か所 800 

岩手県 のびのび子育て支援

事業（延長保育料軽減

支援事業） 

平成 10 年度の国の制度改正に伴う延長保育料の増額に対

応し、激変緩和策にして保育料の一部を補助し、保護者の

負担軽減を図るもの（平成 16 年度限りで廃止予定） 

実施主体：市町村 

補助率：2/10 

実施市町村数：20 

実施保育所数：144 

14,390 

 のびのび子育て支援

事業（軽度障害児保育

事業） 

中軽度の障害児保育の費用の一部を補助し、保育所におけ

る障害児の受入れの促進を図るもの 

実施主体：市町村 

補助率：1/2 

実施市町村数：26 

実施保育所数：78 

21,798 

 私立学校運営費補助

（教育改革推進特別経

費） 

預かり保育室の設備整備 

※事業費：9 月補正で計上 

47 園 16,082 

宮城県 乳児保育促進事業 国庫要件が変更されたことに伴う激変緩和として、前年度の

国庫補助を行っている 

11 か所 6,208 

 私立幼稚園教育振興

補助金 

宗教法人、個人幼稚園に対する一般運営費補助 

16 年度 

園児 1 人当り単価：58219 円 

宗教法人立幼稚園：17

園 

個人立幼稚園：21 園 

213,082 

 私立幼稚園特殊教育

教育費補助金 

心身障害児が就園している宗教法人・個人立幼稚園及び心

身障害児 1 人就園の学校法人立幼稚園に対する特殊教育

に係る経常的経費の補助 

16 年度 

1 人当り補助単価：392000 円 

宗教法人立幼稚園：17

園 

個人立幼稚園：21 園 

学校法人立幼稚園：

156 園 

21,952 

 私立幼稚園預かり保

育推進事業補助金 

幼稚園の教育時間終了後、預かり保育を継続的に実施する

宗教法人・個人立幼稚園に対する経常的経費の補助 

16 年度 

実施 1 園当り単価：400000 円 

宗教法人立幼稚園：17

園 

個人立幼稚園：21 園 

14,400 

福島県 乳児保育環境改善事

業 

乳児保育を実施するために、必要となる環境の改善を行うた

めに、必要となる設備の整備等に対して補助する 

6 か所 6,000 

茨城県 障害児保育事業 交付税対象外の軽度障害児の保育を行う保育所に対し、必

要な経費を補助 

76 保育所 19,497 

 私立幼稚園安心子育

て支援事業 

1.預かり保育補助員を一部の私立幼稚園に配置して、教育

時間開始前（早朝）や、土・日曜日、夏休み等の長期休業日

等における預かり保育を実施する 

2.子育て支援相談員を一部の私立幼稚園に配置し、育児相

談等の支援活動の充実を図る 

1.預かり保育補助員 

委託先：20 園 

人数：40 人 

2.子育て支援相談員 

委託先：73 園 

人数：146 人 

89,150 

 私立幼稚園振興費補

助 

学校法人立以外の幼稚園の教育内容の充実及び保護者負

担の軽減を図るため補助を行う。また、関係に対し、本県に

て開催予定の全日私幼連関東地区代表者会議への補助

（500 千円）を行う 

単価：36500 円 

人数：826 人（満 3 歳児

数を含む） 

30,576 

 私立幼稚園教育施設

整備事業費補助 

保育室の増改築、子育て専用相談室の増築等に対し補助を

行う 

園舎増改築、子育て支

援専用室増築、大規

模改修等に係る補助

対象経費の 1/10 以内 

14,000 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

 私立幼稚園退職手当

助成金補助 

財団運営の安定化を図り、退職金制度の充実を図ることによ

り教職員の勤務条件を向上させるため補助を行う 

教職員の標準給与年

額の 25/1000 

88,599 

 私立幼稚園研修費補

助 

平成 16 年度から県内 46 私立幼稚園にて実施している構造

改革特区制度（「いばらき幼児教育特区」（3 歳未満児入園事

業））にあわせ、連合会が主催する 3 歳未満児入園に係る研

修事業への補助を行う 

総事業費の 1/2 以内

（上限 1000 千円） 

1,000 

 私立高等学校等経常

費補助（幼稚園分） 

人件費、教育費、管理費等の経常費に対し補助を行う 単価：169486 円（満 3

歳児は 1/2） 

人数：29077 人（満 3 歳

児数含む） 

4,852,639 

 私立幼稚園預り保育

推進事業費補助 

安心して子供を生み育てられる環境づくりを推進するため預

かり保育に対し補助を行う 

1 園あたり 

定員内実員の 5％×

60000 円 

83,520 

 私立高等学校等教育

改革推進事業費補助

（幼稚園分） 

学校法人立幼稚園における子育て支援活動の推進を図る 1 園あたり 400000 円 24,000 

 私立幼稚園特別支援

教育費補助 

教育条件の維持向上及び保護者負担の軽減を図り、障害児

の就園を促進するため補助を行う 

幼児 1 人あたり 

784 千円（障害児 2 人

以上） 

392 千円（障害児 1 人） 

188,552 

栃木県 第 3 子以降保育料免

除事業 

市町村が保育所入所児童のうち第 3 子以降の 3 歳未満児に

係る保育料を免除した場合に、その事業に要する経費を助

成する 

県内全市町村（49）で

実施 

対象児童数：1950 人 

335,067 

 幼児教育関係各種研

修 

幼児教育に係る教職員等の資質向上を目指す研修を実施 幼稚園園長、保育所

所長、教員、保育士、

県民、行政関係者 

683 

 幼児教育関係教育相

談等 

幼児教育に係る教職員等への面接相談や談話相談の実

施、保育研究アドバイザーの派遣 

幼稚園園長、保育所

所長、教員、保育士、

県民、行政関係者 

330 

 幼・保・小連携推進事

業 

幼・保から小への保育・教育の一貫性を目指した市町村委託

事業 

4 市町村 400 

 幼稚園子育て支援施

設整備事業費補助金

預かり保育等の専用施設整備に係る園舎の増改築改修事

業に助成 

5 園 16,000 

群馬県 私立幼稚園心身障害

児就園対策費補助 

対象：学校法人、非学校法人 30 人 11,760 

 私立幼稚園長期休業

日預かり保育促進事

業費補助 

対象：非学校法人 97 

※事業費ともに学校法

人分を含む 

7,940 

 託児ルーム設置運営

事業 

県が実施する研修会や講演会等の催物時に、保育を必要と

する乳幼児を連れた保護者のための臨時の託児ルームを設

置する。託児はベビーシッター派遣業者に委託する 

30 回 2,000 

 群馬県 3 歳未満児保

育料軽減事業 

民間保育所の 3 歳未満児を同一階層の 3 歳児保育料と同額

まで（3000 円を限度として）軽減を行う 

県、10/10 

58市町村、約12000人 334,288 

 保育充実促進費補助

金（低年齢児保育） 

民間保育所において、1 歳児 5 人に保育士 1 人を配置する

ための人件費を補助する 

県、1/2、市町村 1/2 

約 3300 215,820 

 幼保連携推進事業 1.幼保連携ワーキンググループ会議の開催 

2.「ぐんま幼児教育プラン」配布 

3.「ぐんま幼児教育プランだより」発行 

1.21 名（16 年 9 月 10

日、11 月 11 日、17 年

1 月 19 日） 

2.30000 部（今年度 3

歳児の保護者等へ） 

3.各 1500 部（全幼保

小、関係機関） 

 

920 

埼玉県 幼稚園保育所一本化

促進事業 

幼稚園の園舎や敷地を活用して、幼稚園に併設して保育所

（幼保一体施設）を整備する 

22 か所 185,500 

千葉県 乳児保育特別推進保

育士設置費補助（児童

家庭課） 

産休明け保育（3 か月未満児）の推進のため、あらかじめ指

定を受け保育士を加配し、産休明け保育を実施した保育所

に対し、1 年間を前・後期の 2 期に区分し、各期の受入によ

り、その経費を補助する 

97（期） 51,226 

東京都 トワイライトステイ（派遣

方式）国補助への上乗

せ 

区市町村の子ども家庭支援センター等に登録している保育

士、養育家庭等の居宅又は当該児童の居宅にて実施する 

※事業費は施設型も含む 

1 区 

登録数：35 人 

5,353 

 病後児保育 国基準では補助の対象とならない施設(民間事業者の自己

所有建物で、新たに事業を開始する施設）に対する改修費

補助の実施 

8 か所 8,000 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

新潟県 私立幼稚園振興補助

金 

経常経費について、1 人当り 16,220 円を県単独で上乗せし

ている 

16,220 円×14511 人 24,857 

 私立幼稚園特殊教育

員補助金 

障害児が 1 人就園している幼稚園を設置している学校法人

に対し、障害児教育に関し必要な経常的経費を補助する。

（2 人以上の場合は国庫補助対象） 

196 千円×23 人 4,508 

 2 歳未満児保育事業 私営保育所に対して、2 歳未満児（0～1 歳児）3 人につき 1

人の保育士を配置するための経費を補助する 

※国の 低基準では、0 歳児は 3 人につき保育士 1 人、1 歳

児は 6 人につき保育士 1 人を配置することになっている 

133 か所 

補助対象保育士数：

415 人 

301,290 

 県単障害児保育事業 特別児童扶養手当支給対象外の軽度障害児の入所する私

営保育所に対して、当該児童に健常児と同レベルの保育を

実施するための経費を補助する 

補助対象障害児：45

人 

8,978 

富山県 子どもの読書活動推進

事業 

1.富山県子ども読書活動推進会議の開催 

2.親子読書祭り 

公立図書館や関係団体と連携協力し、講演会や本の読み聞

かせなど、子どもの読書活動を推進するフォーラム等を開催

する 

1.年 2 回 

2.県内 2 か所 

3,200 

 私立幼稚園保育料軽

減事業 

第 3 子以降の 3 歳児及び 4 歳児の保育料を軽減するため市

町村がその一部を補助する場合、県は市町村に対し補助す

るもの 

3 歳児 1/2、4 歳児 1/3 

3 歳児、316 人 

4 歳児、295 人 

19,702 

 私立幼稚園園舎リフレ

ッシュ事業 

園舎の増改築工事又は大規模改造工事に対し、市町村が

補助事業を行う場合、県は市町村に対し、補助を行うもの 

1/2～1/3 

8 園 

増改築 2 園 

大規模改造 6 園 

26,152 

 私立幼稚園教育環境

整備事業 

教育環境整備事業（緑化推進、屋外教育施設整備、屋内環

境整備）を行う私立幼稚園に対し、県がその経費の一部を補

助するもの。1/2 

6 園 3,000 

石川県 私立幼稚園障害児就

園対策費補助金 

障害児を 2 人以上保育する幼稚園に助成する 13 学校法人 14 園、対

象園児 70 人 

54,880 

 私立幼稚園預かり保

育推進費補助金 

教育時間終了後、保護者の希望により引き続き 2 時間以上

園児を預かる幼稚園に対して助成する 

19 学校法人 24 園 7,672 

 私立幼稚園教育環境

整備費補助金 

私立幼稚園が老朽園舎を改築する場合、園舎の修繕をする

場合、教育設備を整備する場合において、これに係る経費

の一部を助成する 

園舎修繕：10 学校法

人 10 園 

設備整備：16 法人 24

園 

17,800 

 私立幼稚園子育て支

援施設整備費補助金

私立幼稚園が幼稚園教育に関する相談に応じたり、高齢

者、ボランティア団体、子育てサークル等地域の人々と交流

をする場を設けるために、施設を整備した場合にその経費の

一部を助成する 

2 学校法人 2 園 11,649 

 私立幼稚園環境教育

活動事業費補助金 

「石川の幼稚園環境教育指針」に基づき、環境教育に取り組

む私立幼稚園に対して助成する 

6 学校法人 10 園 1,000 

 すこやか保育遊具整

備事業 

大型遊具の設置（民間施設のみ） 

対象事業費：1800 千円を限度 

補助率：1/3 

4 か所 2,100 

山梨県 私立幼稚園子育て支

援施設整備事業費補

助金 

子育て支援のために私立幼稚園が行う施設整備に対する助

成 

補助率：1/3 

上限：5000 千円 

10 か所 10,000 

 山梨県民間保育所施

設等整備事業費補助

民間保育所の実施する施設・設備の整備に要する費用を助

成する 

補助率：県 1/3、市町村 1/3 

補助対象限度額：5000 千円 

4 か所 5,000 

長野県 乳児保育促進事業（県

単） 

国庫補助の基準要件を緩和。4 月 1 日 

現在の乳児数 7 人以上→3 人以上。年度末と当年度の差が

7 人以上→3 人以上 

17 か所 6,358 

 保育専門指導員設置

事業 

保育所を巡回し、相談・助言を行う保育専門指導員を設置す

る 

設置場所：県庁及び現地機関 

全保育所（635） 

人数：11 人 

23,887 

岐阜県 幼稚園ブランド化推進

事業 

幼稚園の個性化を図るため、「1 園 1 全国一運動」など特筆

すべき事業を実施する幼稚園に補助し、幼稚園のブランドづ

くりを推進する 

24 園 100,000 

 私立幼稚園英語教育

推進事業 

園児が外国人と一緒にいる場を設けることによって、外国語

や外国文化を肌で感じられるようにするため、外国人講師雇

用に係る経費に補助する 

75 園 34,680 

 私立幼稚園ＩＴ教育推

進事業 

幼児がコンピューターに慣れ親しむための環境を整備し、情

報教育を推進するため、コンピューターの整備等に係る経費

に補助する 

43 園 37,281 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

 心を育む幼稚園推進

事業 

家庭や地域社会との連携を図り、幼児が社会生活上のルー

ルや道徳性を発達に即して身につけ、健全な心身の基礎を

培うための幼稚園教育の在り方について、公立幼稚園と私

立幼稚園が共に研究している研究団体に研究調査を依頼

し、本県の幼稚園教育の振興を図る 

岐阜県幼稚園教育研

究協議会 

800 

 幼稚園教育振興モデ

ル事業 

「岐阜県における今後の幼児教育のあり方について」（平成

14 年 9 月提言）を受けて、各市町村における地域の実情を

踏まえた「幼児教育振興プログラム」を作成し、その具現化を

図る幼児教育推進ネットワークを構築する 

4 市町村 1,200 

静岡県 外国人児童保育事業 外国人児童が 6 人以上入所している保育所に必要な人件

費、研修費及び通信連絡費を助成 

対象児童：6～9 人、20000 円/月 

10 以上、50000 円/月 

県補助率：1/2 

28 保育所 5,890 

 民間保育所耐震化事

業費助成 

民間保育所の耐震化を推進する市町村に対して、事業費の

一部を助成する 

補助基準額：45000 千円（上限） 

県補助率：1/3 

2 か所 30,000 

 21 世紀教育新生プラ

ンに対応する私学教

育推進事業費助成 

私立学校教職員の資質向上のための研修に要する経費の

助成 

（社）静岡県私立幼稚

園振興会 

5,800 

 民間保育所振興事業 補助対象：民間保育所 

補助率：1/4 

補助内容： 

1.地域広報活動推進事業（補助対象額 320 千円） 

2.職員研修充実事業（補助対象額 200 千円） 

県内に所在する民営

保育所 153 か所（中核

市を除く） 

8,338 

愛知県 民間保育所運営費（運

営費）補助金 

運営費（人件費、権利費および事業費）の助成 市町村が民間保育所

に対して補助を行った

額 

補助率：1/2 

322,880 

 民間保育所運営費（整

備費）補助金 

施設整備に係る借入金返済金の助成 借入承認額の 1/2（平

成 11 年度承認分まで

は 3/4） 

補助率：1/2 

22,572 

 1 歳児保育実施費補

助金 

1 歳児保育担当保育士の配置割合を国基準の 6：1 から 5：1

に引き上げるための人件費補助 

低年齢児入所率 15％

以上の保育所が対象

（延べ 37608 人） 

補助率：1/2 

153,174 

 現任保育士指導者養

成研修 

保育所の園長、主任保育士及び中堅保育士を対象に専門

的な研修を実施 

園長・主任コース：50

日間400時間、定員60

人 

中堅コース：20 日間

160 時間、定員 60 人 

7,851 

 私立学校経常費補助

金（幼児教育充実推進

費補助金・預かり保育

推進分） 

幼稚園の教育時間終了後も園児を幼稚園内に過ごせる「預

かり保育」を継続的に実施する幼稚園に対して補助する 

16 年度予算積算上の

対象園数：180 園 

内訳 

600 千円×160 園 

800 千円×18 園 

1000 千円×2 園 

112,400 

 私立学校経常費補助

金（幼児教育充実費補

助金・休業日預かり保

育推進分） 

休業日において預かり保育を実施する幼稚園に対して補助

する 

16 年度予算積算上の

対象園数：35 園 

21,000 

滋賀県 低年齢児保育保育士

等特別配置事業 

1、2 歳児が 13 人以上入所する保育所において、保育士の

配置が児童 5 人の対して 1 人となるよう単独補助する 

保育所：195 ヶ所 

加配保育士：238 人配

置 

267,750 

 家庭支援推進保育事

業 

特に配慮を必要とする児童を多数受け入れている保育所に

対し、保育士の加配を国基準の上乗せと単独加算により行

う。また、指導上必要な経費に対し助成する 

保育所：37 か所 

加配保育士：上乗せ

22 人、単独 23 人 

53,573 

 障害児保育事業 障害児が入所している保育所において、保育士の配置が特

児 1 級 2：1、特児 2 級 3：1、その他 4：1 となるよう助成する

保育所：209 か所 210,040 

京都府 同時在園保育料減免

事業補助金（私立幼稚

園） 

同一の世帯から同時に 2 人以上が私立幼稚園に通園してい

る場合、第 2 子以降の園児保育料を減免 

負担率：府 1/2、幼稚園 1/2 

141 園、188 人 61,538 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

 動物ふれあい教室 目的：園児が動物とふれあうことにより、動物に親しむ心と動

物の飼い方、扱い方等を 

学ぶ情操教育の場を提供し、動物愛護への関心と理解を深

める 

場所：保育所、幼稚園 

実施日・頻度：4 月～11 月、月 3 回程度 

運営体制：動物愛護管理室、動物愛護 

管理センター、保健所、市町村により実施する 

24 施設、約 3000 人 45 

 乳児保育促進事業 国制度対象外の公立保育所及び国制度 

基準不適合の民間保育所が行う乳児保育促進事業につい

て助成 

71 施設 54,131 

大阪府 私立幼稚園保育料軽

減補助金 

私立幼稚園に係る府民の学資負担の軽減と就園促進を図る

ため、府内の私立幼稚園の設置者に対し、府が定めた基準

により園児の保育料軽減を行った金額を対象として補助する

27408 人 630,384 

 預かり保育（延長）推

進事業補助金 

私立幼稚園の預かり保育の実施促進を図るため、府内の私

立幼稚園の設置者に対し、府が定めた基準により預かり保育

の実施状況に応じて補助する 

339 園 188,000 

 私立幼稚園養護教育

助成費 

私立幼稚園における心身障害児の受け入れを促進するた

め、心身障害児の就園する設置者に対して、心身障害児の

保育に直接必要な人件費、教育研究経費を対象として補助

する 

391 人 153,317 

鳥取県 地域資源を活用した心

豊かな子どもを育てる

ための研修事業 

地域の人・文化・自然などの資源を活用した幼児教育を推進

するための現場研修を実施する 

3 幼稚園・保育所 

5 回×3 幼稚園・保育所 

東中西部ごとの幼稚園

教諭・保育士 

1,500 

 幼稚園教諭・保育士の

指導力向上事業 

幼稚園教諭等が参加しやすい様々な研修の機会などを設け

る 

地域ごとの合同研修会（5 回×3 地区） 

アドバイザー派遣 

専任指導主事による訪問指導 

幼稚園教諭、保育士 3,175 

 保育サービス多様化

促進事業 

国の基準に満たない地域子育て支援センター、乳児保育等

を行う（該当保育所等） 

乳児保育：公立を含む

（54 施設 194 人） 

支援センター：週 1 回

以上開所（10 施設） 

29,448 

 第 3 子保育料軽減子

育て支援事業 

国の補助対象とならない、第 3 子以降の保育料を国の基準

の 1/3 以下に軽減する市町村へ助成する 

世帯の第 3 子以降の

児童（約 3200 人） 

348,964 

 私立幼稚園第 3 子保

育料軽減子育て支援

事業 

私立幼稚園に在園する世帯の第 3 子以降に係る保育料を軽

減する幼稚園に対して補助する 

29 か所、747 名 31,192 

 私立幼稚園同時在園

保育料軽減事業 

私立幼稚園に同時に在園する園児にかかわる保育料を軽減

する幼稚園に対して補助する 

26 か所、443 名 11,040 

島根県 しまね子育て総合支援

推進事業（県単延長保

育） 

11 時間を超え、概ね 30 分以上の延長を行う保育所への助

成（国庫補助対象外の保育所） 

20 か所 2,138 

岡山県 のびのび保育推進事

業 

乳児保育、延長保育、休日保育において、国の補助対象と

ならない小規模事業に対して補助 

60 か所 12,136 

 小規模へき地保育事

業 

国の補助対象とならない小規模のへき地保育所に対して補

助 

5 か所 4,909 

 単県障害児保育事業 特別児童扶養手当の支給対象児を除く、軽度障害児を受け

入れて保育を行う場合に補助 

65 人 14,430 

山口県 地域開放施設整備事

業 

私立幼稚園に対する補助（地域開放事業を展開するために

必要な施設の整備） 

6 園 6,000 

 私立幼稚園施設整備

費補助事業 

私立幼稚園に対する補助(危険園舎の改築等の施設整備） 1 園 22,715 

徳島県 1.預かり保育推進事業 

2.幼稚園園庭開放推

進事業 

3.幼児教育講座等実

施事業 

4.教育相談事業の実

施 

1.幼稚園の教育終了後も園児を幼稚園内で過ごさせる「預

かり保育」を継続的に実施する園に対し、その事業の実施に

要する経費を補助する 

2～4.施設又は教育機能を広く地域に開放することを積極的

に推進する私立幼稚園に対し、その事業の実施の要する経

費を補助する 

私立幼稚園 

※事業費は他の事業

も含むメニューの一部 

6,000 

愛媛県 乳児保育促進特別事

業 

乳児保育のための保育士を加配する事業で、国庫補助の対

象とならない公営保育所を対象とする 

22 保育所 4,950 

高知県 幼保研修・研究支援事

業 

1.園内研修への支援 

2.幼稚園、保育所、小学校が連携し、豊かな心を育む保育

の研究 

3.公開保育の研究協議 

4.事例研修会の開催 

1.53 か所 

2.3 か所 

3.5 か所 

4.2 回 

3,925 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

福岡県 民間保育所運営費補

助事業 

軽度の障害児を受け入れる民間保育所に対して助成を行

う。月 10,140 円/人 

113 人 6,875 

佐賀県 佐賀県休日保育特別

推進事業 

日曜・祝日等に保護者の就労等により家庭で保育を受けら

れない児童を対象とし、輸番制により休日保育を実施する事

業 

実施場所：保育所及び公共的施設の空き部屋 

5 か所 970 

長崎県 多子世帯子育て支援

事業 

保育所に 3 人以上同時に入所している世帯の第 3 子以降の

保育料を無料化する市町村への助成（県 1/2、市町村 1/2）

対象人員数 

平成 14 年、720 人 

平成 15 年、722 人 

平成 16 年、596 人 

9,000 

熊本県 多子世帯子育て支援

事業 

3 人以上の児童がいる世帯の保育料を軽減する 80 市町村、2470 人 75,927 

 保育充実研修 保育士資格の法定化に伴い、保育士等を対象とした研修を

実施する 

親の子育て支援等に関する研修 

被虐待児童に対する処遇の研修 

ADHL、LD 等の児童に対する処遇の研修 

食育のための研修 

平成 15～17 で 

所長：全員 

主任・中堅保育士：各

園 2 人 

一般保育士：各園 3 人 

調理員：各園 1 人 

2,448 

大分県 大分にこにこ保育支援

事業 

許可保育所、へき地保育所及び許可外保育施設の保育料

等について、第 2 子 3 歳未満児については半額、第 3 子以

降 3 歳未満児については全額免除する 

許可：225 か所 

へき地：7 か所 

認可外：39 か所 

363,986 

 市町村ブックスタート

支援事業 

親子が温かいぬくもりの中で「絵本」を介して言葉や心を通わ

せることにより、子どもの健全な育成を図るために、ブックスタ

ートパックを保護者に贈呈する市町村に対して助成する 

600 人 510 

鹿児島県 預かり保育推進事業

補助 

幼稚園の教育時間終了後も園児を幼稚園内で過ごせる「預

かり保育」を実施している園に対し助成する 

147 園 59,200 

 私立幼稚園特殊教育

補助 

心身障害児 2 名以上に対し、特殊教育を実施している園に

対し助成する 

147 園 35,280 
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(4) 放課後児童健全育成事業等 

国の放課後児童クラブの補助要件に満たないクラブの運営費補助事業が多い。児童数が 5

人～19 人、開設日数 200 日以上等の要件が多いが、さらに小規模なクラブへの運営費補助事

業も行われている。また、障害児受入れに対する補助事業も多くの県で行われている。 

分野：④放課後児童健全育成事業等 
都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

青森県 青森県放課後児童クラ

ブ育成事業 

国庫補助の要件に満たない放課後児童クラブの運営費を補

助する 

補助単価：1 クラブあたり 750 千円 

補助率：1/2 

児童数 10～19 人、開

設日数 200～280 日の

放課後児童クラブ 

3,000 

 青森県放課後児童クラ

ブ障害児受入支援事

業 

国庫補助の障害児加算基準に満たない放課後児童クラブの

運営費を補助する 

補助単価：176 千円×障害児受入数 

補助率：1/2 

障害児を 1 人以上受

入している放課後児童

クラブ（国庫補助の障

害児加算基準を満た

すクラブを除く） 

1,408 

秋田県 放課後児童健全育成

事業（県単） 

登録児童数 5～19 人、年間開設日数 200 日以上 

1.5～9 人、780 千円/2 

2.10～19 人、900 千円/2 

3.障害児 1 人の場合、635 千円/2 

1.10 クラブ 

2.12 クラブ 

3.7 クラブ 

11,836 

山形県 放課後児童クラブ施設

整備事業 

施設の新設及び既存建築物の改築、改修に要する経費へ

の補助（新規開設の場合のみ） 

7 か所 2,334 

福島県 わくわく放課後支援事

業 

児童数 10 人以上 19 人まで 

年間開設日数 200 日以上 280 日までの児童クラブに補助 

9 クラブ 2,619 

 放課後児童クラブ障害

児受入支援事業 

障害児 1 名を受け入れている児童クラブに補助 15 クラブ 1,725 

栃木県 放課後児童健全育成

事業（県単） 

児童数が概ね 10 名以上かつ開設日 200 日以上 280 日入か

の小規模クラブに対する補助 

22 クラブ 10,285 

埼玉県 放課後児童健全育成

事業 

小規模クラブ加算 

民営クラブ運営加算(児童数、指導員等により階層を設け、

国庫補助に上乗せ加算） 

障害児受入加算（1 人以上） 

障害児傷害保険 

負担区分：県 1/3、市町村 2/3 

平成 16 年度 

452 クラブ 

232,397 

 養護学校放課後児童

対策事業 

養護学校に通学する児童の放課後児童対策を行う養護学

校放課後児童クラブの運営に要する経費について、市町村

に対し助成する 

障害児概ね 10 人以上

のクラブ 

平成 16 年度 

22 クラブ 

61,528 

千葉県 児童クラブ障害児受入

事業（児童家庭課） 

昼間保護者のいない、主に小学校低学年の障害児童につ

いて、集団生活と保育の場を確保することを目的として、実

施する児童クラブに対し補助を行い、障害児童の受入の促

進を図る 

国の補助事業の補助

要件を満たすクラブ 

障害児数が 1 人である

クラブ 

3,450 

 特殊教育教育費補助

金（学事課） 

学校法人立幼稚園が障害のある幼児を受け入れるために行

う補助教職員の配置、設備整備、研修受講等の経費に対し

て補助する（障害児 2 人以上が国庫補助対象。障害児 1 人

の場合は県単独で補助） 

学校法人立幼稚園（平

成 16 年度、87 園 250

人） 

94,440 

 特殊教育振興事業補

助金（学事課） 

学校法人立以外の私立幼稚園で障害のある幼児を受入れる

ために行う補助教職員の配置、設備整備、研修受講等の経

費に対して補助する 

学校法人立以外の私

立幼稚園（平成 16 年

度、9 園 40 人） 

15,680 

福井県 福井県ミニ児童クラブ

育成事業（補助事業）

市町村が行うミニ児童クラブに対して補助する 5 人～19 人の児童クラ

ブ 

14,439 

長野県 児童クラブ事業（県単） 1.小規模クラブに対する運営費補助 

開設日数：200 日以上 

登録児童：4 人以上 

開設日数：281 日以上かつ土日祝日開設 51 日以上の加算

2.要支援児受入加算 

国庫補助のつかないクラブへの加算 

開設日数 281 日以上のクラブでの国庫補助加算への上乗せ

加算 

1.21 クラブ 

2.11 クラブ（うち基本額

国庫 6 クラブ、基本額

県単 5 クラブ） 

4 クラブ 

19,773 

静岡県 小学校低学年児童保

育クラブ育成事業 

10 人以上 20 人未満（開設日数 200 日以上 280 日以下）クラ

ブの運営費に補助。障害児受入加算（開設日数 281 日以上

で 1 人のみ受入れ又は開設日数 280 日以下 200 日以上で 1

人以上受入れ） 

運営費：26 クラブ 

障害児加算：38 クラブ 

14,620 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

愛知県 児童コミュニティークラ

ブ運営費補助金 

国庫補助事業対象の放課後児童クラブの実施に準ずる 1 クラブ：10 人以上 

開設日数：280 日以下 

補助基本額：350 千円 

補助率：1/2 

1,925 

三重県 放課後児童クラブ活動

事業費補助金 

1.児童数 10 人以上（国補対象外） 

年間相当開設日数 200 日以上 

補助基準額 1118 千円 

2.児童数 5～9 人 

年間相当開設日数 200 日以上 

補助基準額 1118 千円（ただし 1 回限り） 

3.児童数 10～19 人 

年間相当開設日数281 日以上の国補対象クラブへの差額補

助 162 千円 

年間開設した場合の日数（例 10 日～100 日以上） 

年度途中の開設の場合は月割を行う 

1 及び 2：30 か所 

3：10 か所 

17,545 

滋賀県 特別活動費 次の活動のうち、一以上の活動を行う放課後児童クラブに対

し、活動費の加算を行う 

研修会開催又は参加 

屋外活動 

親子交流活動 

※事業費は放課後児童健全育成事業費 241005 千円に含ま

れる 

27 市町、125 クラブ 13,438 

 障害児地域活動支援

事業（障害福祉課） 

4 名以上の学齢障害児を対象とし、休日を含み週 2 日以上

活動する障害児童クラブに対し、助成を行う 

13 市町、17 クラブ 8,983 

鳥取県 放課後児童健全育成

事業 

国庫補助対象外のクラブに対する助成 

対象：児童数 5 人以上かつ開設日数 25 日以上 

補助内容：基本運営費、障害児加算、土・日・祝日加算、長

期休暇加算 

27 44,565 

島根県 しまね子育て総合支援

推進事業（県単障害児

加算） 

障害児（75 条、特殊学級在籍時児を含む）を 1 人以上受け

入れを行うクラブへの助成 

35 クラブ、49 人 11,425 

 しまね子育て総合支援

推進事業（県単小規模

放課後健全育成事業） 

対象児童 10 人以上、開設日 280 日未満 

対象児童 5～9 人、開設日 200 日以上 

28 クラブ、305 人 38,133 

 しまね子育て総合支援

推進事業（放課後パー

ソン事業） 

対象児童が 5 名未満の放課後児童健全育成のための事業

※他事業との全体予算 203 千円 

1 クラブ、4 人  

岡山県 学童地域支援事業 国補助対象外の小規模クラブ等への運営費補助。児童数 5

人以上、200 日以上開設 

障害児 1 人～受入加算 

初年度設備加算 

34 クラブ、363 人 30,556 

広島県 放課後児童クラブ設置

促進事業 

登録児童5 人以上で、年間開設日数200 日以上の放課後児

童クラブにおいて、新たに放課後児童指導員を配置する事

業に要する経費を補助する 

9 か所 23,674 

愛媛県 小規模放課後児童健

全育成事業 

内容は「放課後児童健全育成事業」と同じ。同事業で補助対

象とならない次の倶楽部に対して補助している 

児童数 10 人未満のクラブ 

児童数 10～20 人未満のクラブであって、年間開設日数が

200 日以上、281 日未満のクラブ 

9 クラブ 2,583 

高知県 養護学校等障害児放

課後生活支援事業 

養護学校の余裕教室等 

年間 216 日以上（学校休日を除く放課後、長期休暇） 

保護者会運営 

指導員 4 人 

1 か所、12 人 1,698 

佐賀県 佐賀県小規模児童クラ

ブ事業及び佐賀県放

課後児童クラブ全県普

及特別推進事業 

児童 10 人以上、開設日数 200 日以上のクラブに対する運営

費 

児童 2 人以上、開設日数 180 日以上のクラブに対する運営

費 

32 か所 

518 人 

10,817 

 佐賀県養護学校放課

後児童健全育成事業

養護学校に通学する小・中・高等部の児童を対象に、10 人

以上、開設日数 280 日以上のクラブに対する運営費 

2 か所 

33 人 

13,403 

長崎県 母子家庭等児童助成

事業 

母子（父子）家庭の児童及び兄弟児童(同時入所 2 人目から

対象）の保育料をクラブが減免した場合、補助を実施 

補助基準額：1 人月額 5 千円(上限） 

補助率：県 1/2、市町村 1/2 

86 クラブ 

延児童数：8496 人 

18,420 

熊本県 放課後児童クラブ育成

事業 

放課後児童健全育成事業の対象とならない、児童数 10～19

人、年間開設日数 200～280 日のクラブに概ね必要な経費を

補助する 

 9,287 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

鹿児島県 県単放課後児童対策

事業 

国庫補助の対象とならない小規模の児童クラブ（10～19 人）

に対して、開設日数（200～280 日）に応じて運営費を補助す

る 

7 か所、95 人 3,427 

沖縄県 沖縄県放課後児童対

策事業 

クラブ室修繕に要する経費を補助する 11 か所 1,100 
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(5) ひとり親家庭支援策 

都道府県によるひとり親家庭支援策としては、医療費助成などの経済的給付を実施する自

治体が多く、金額も大きくなっている。こうした経済的給付に比べると、ホームヘルプ、ショートス

テイなどの直接的なサービスを都道府県事業として実施する自治体は少ない。 

① 相談 

県福祉事務所等に専門の福祉相談員を配置している自治体が多い。また、母子家庭等

支援サポーター、母子福祉推進員等の名称で、地域住民に委嘱する形で、身近な相談・支

援者を配置している自治体もある。 

分野：⑤ひとり親家庭支援策 

事業名：相談 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

福島県 14 か所、平日毎日、母子自立支援員 18 名、母子福祉協力員 7 名  41,305 

茨城県 母子家庭等支援サポーター事業 

母子家庭等の身近な相談・支援者として各市町村に配置する（民間

人を委嘱） 

母子自立支援員による相談事業 

母子家庭等の様々な相談に応じ、自立のためのきめ細かな指導を

行う母子自立支援員を地方福祉事務所に配置する 

平成 15 年実績 

サポーター数：101 名 

母子自立支援員数：22 名 

35,741 

千葉県 母子福祉推進員制度（平成 16 年 11 月 30 日廃止） 

母子家庭の身近な相談相手として、各市町村に民生委員定数の

1/2 を配置 

2660 名（平成 16 年 11 月 30 日現在） 11,544 

富山県 母子自立支援員の設置 

県厚生センター5 か所 

5 名 11,437 

福井県 母子福祉推進員活動事業 239 名 211 

三重県 弁護士による専門的な相談 県内の母子、寡婦 490 

滋賀県 母子福祉推進員の設置 

母子自立支援員の協力機関として、相談指導のほか母子福祉資金

の貸付償還指導を行う推進員を設置する 

420 人設置 6,795 

京都府 父子家庭相談事業 約 1800 人 1,330 

鳥取県 母子自立支援員に協力し、母子家庭の母等からの相談を受ける母

子か府福祉推進員を設置する 

75 名 750 

岡山県 母子家庭訪問相談事業（地域福祉対策メニュー事業の一部） 78 市町村 29,500 

愛媛県 母子自立支援員設置費 

母子家庭等の身上相談に応じ、自立に必要な助言指導を行うため

に県福祉事務所に配置。月～金の開所時間内、随時。各事務所に

非常勤職員 1～2 名配置。1 週間あたり 4～5 日/人勤務 

7 か所 

対象者：郡部在住の母子家庭、寡婦（約

7000 世帯） 

22,415 

 父子相談事業 

父子家庭の諸問題の相談に応じるために県福祉事務所に配置。月

～金の開所時間内、随時。各事務所に非常勤職員 2 名配置。1 週

間あたり 2．5 日/人勤務 

5 か所 

対象者：中核市を除く市、郡部在住父

子家庭（約 2400 世帯） 

6,002 

 母子福祉センター設置運営費 

母子家庭等からの相談を受けるために母子福祉センターに配置。

月～金の開所時間内、随時。1 名配置 

対象者：県内母子寡婦世帯（約 34000

世帯） 

9,116 

熊本県 ひとり親家庭等相談事業 

県内 10 か所の県福祉事務所に女性福祉相談員（母子自立支援

員）を計 13 人配置し、相談業務を行う 

 31,663 

沖縄県 特別相談事業 1 か所 550 
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② 就労支援 

記載があったのは、4 件と少なめである。事業としては母子福祉センター、ホームヘルパー

講習会、無料職業紹介事業、自立支援給付金事業、就業支援講習会となっている。 

事業名：就労支援 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

茨城県 母子福祉センター委託費 

母子家庭等に対して、様々な相談や就労のための研修事業等を実

施する母子福祉センターの運営を茨城県母子寡婦福祉連合会へ

委託 

生活・就労相談、技能習得事業、リーダ

ー育成研修会、宿泊施設、会議室の提

供 

16,982 

三重県 ホームヘルパー講習会 県内の母子、寡婦 2,763 

鳥取県 無料職業紹介事業 県内 5 か所  

沖縄県 自立支援給付金事業 

就業支援講習会 

母子家庭の母 8,572 

 

③ ヘルパー派遣 

都道府県によるヘルパー派遣事業については記載が 3 県であった。記入のあった滋賀県

も平成 16 年度限りとのことで、都道府県によるひとり親家庭を対象とするヘルパー派遣事業

は少ないものとみられる。 

事業名：ヘルパー派遣 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

三重県 ひとり親家庭が一時的に生活援助、保育等のサービスが必要な場

合に家庭生活支援員を派遣 

県内の母子、寡婦 615 

滋賀県 ひとり親家庭家事援助派遣事業 

義務教育終了前の児童のいる家庭で、日常生活を営むのに支障が

ある場合、市町村が行うヘルパー派遣に対し補助する（平成 16 年

度限りの措置） 

13 市町に補助 1,181 

沖縄県 母子家庭等日常生活支援事業 母子家庭、父子家庭 1,328 

 

④ ショートステイ・一時預かり 

都道府県によるひとり親家庭を対象とするショートステイ・一時預かり事業については記載

が群馬県 1 県のみである。15 年度利用実績は 535 人ということで、事業費（16 年度予算ベー

ス）1 人あたりは 12,476 円となる。 

事業名：ショートステイ・一時預かり 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

群馬県 母子家庭、父子家庭及び養育者家庭において、一時的に子育てが

困難な場合に、一時保育を行うボランティアの子育て支援者を紹介

するとともに、利用料の半額を補助する 

母子家庭、父子家庭及び養育者家庭 

15 年度実績 

535 人 

6,675 
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⑤ 子どもの健全育成 

都道府県によるひとり親家庭を対象とする子どもの健全育成事業については記載が 4 県

であった。関連団体に委託・助成する方式で実施する事業のほか、福井県では「子どもと知

事のつどい」が企画・開催されている。 

事業名：子どもの健全育成 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

栃木県 ふれあい事業 

平成 16 年 8 月 9 日～10 日 

とちぎ海浜自然の家 

県母子寡婦福祉連合会に委託 

ひとり親家庭の児童が共同生活を通して自立心を養う 

1 回 50 人 344 

富山県 ひとり親家庭等対策事業  3,381 

福井県 子どもと知事のつどい ひとり親家庭の児童 100 名 341 

滋賀県 母子福祉団体活動費補助金 

母子福祉団体がひとり親家庭の交流や子どもの健全育成のために

行う事業に対し助成する 

 2,850 

 

⑥ ひとり親家庭同士の交流支援 

都道府県によるひとり親家庭同士の交流支援事業については記載が 12 県あり、ひとり親

家庭支援策の中では比較的記述が多い事業となっている。交流の形態は様々で、日帰りの

イベントや旅行などが多く、親子間の交流、ひとり親家庭同士の交流、地域との交流などを目

的としている。 

事業名：ひとり親家庭同士の交流支援 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

秋田県 ひとり親家庭ふれあい交流事業 

ボランティア活動等を通じて、親子間の交流や地域への貢献と交流

の大切さを学ぶ 

実施か所：16 地区 

参加人数：554 名 

600 

山形県 若年母子ネットワーク事業 

県母子連が実施する若年のしの交流会への補助（9 月 19 日、リナワ

ールド（遊園地）で実施 

114 世帯 78 

茨城県 親子すこやか交流事業 

ひとり親家庭に親子のふれあいの機会を提供。ボーリング大会、クリ

スマス会、日帰り研修旅行。各市町村単位 

平成 15 年実績 

実施回数：24 回 

参加者：1289 名 

4,429 

東京都 国民宿舎、遊園地等良好な施設をひとり親家庭休養ホームとして指

定し、利用料の一部を助成している 

宿泊施設：21 施設、1 地域 

日帰り施設：8 施設 

27,726 

新潟県 母子休養ホーム「しらゆり荘」で、年 2～3 回開催。県母子連に委託  1,225 

石川県 ふれあい倶楽部事業 

生活に役立つ講座や親子のふれあいのためのレクリエーション行事

を開催 

14 か所 1,800 

滋賀県 母子福祉団体活動費補助金 

母子福祉団体がひとり親家庭の交流や子どもの健全育成のために

行う事業に対し助成する 

  

京都府 母子家庭いきいきふれあい事業 

父子親子ふれあい事業 

ひとり親家庭を励ます知事と新入学児童のつどい 

約 1400 人 7,400 

鳥取県 母子福祉団体の行うひとり親家庭の交流事業等について助成する  4,800 

佐賀県 親と子のふれあい研修会開催事業費補助金 

（財）佐賀県母子寡婦福祉連合会が行う母子家庭等が親と子の絆

を深め、子育ての悩みを分かちあう研修会に対し、補助金を交付 

 500 

鹿児島県 母子・寡婦・父子対策事業 

母と子の交歓研修、合同運動会等 

県下 20 地区 5,348 

沖縄県 ひとり親家庭生活支援事業 母子家庭、父子家庭 800 
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⑦ 経済的支援（児童手当、児童扶養手当は除く） 

ひとり親家庭等医療補助は多くの道府県で行われていることがわかった。医療保険適用

分の自己負担額を全額補助する自治体と、一部補助する自治体がある。各自治体とも数億

円～10 億円規模となっており、他の子育て支援策に比べて、事業規模が大きな施策である。

次いで、小口の資金貸付事業を記入した自治体が多かった。 

事業名：経済的支援（児童手当、児童扶養手当は除く） 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

北海道 ひとり親家庭等医療給付事業  1,081,904 

青森県 ひとり親家庭等医療補助 15 年度、40795 人 339,186 

岩手県 母子家庭医療費助成 

母子家庭医療費給付を行う市町村に対する医療費助成。市町村

1/2、県 1/2 

母子家庭の母及び児童（18 歳未満） 

両親のいない児童（18 歳未満） 

268,737 

秋田県 ひとり親家庭児童保育援助費補助事業 

ひとり親家庭の子どもの保育所や幼稚園等に要する保育料の助成

39 市町村 21,752 

 ひとり親家庭児童祝金支給事業 

ひとり親家庭の親に、児童の中学校卒業時に祝い金を支給する 

支給実績：1171 名 18,000 

山形県 母子家庭等医療給付事業 

医療保険各法に規定する自己負担額を全額助成（所得税非課税

世帯を対象） 

母子家庭の 18 歳以下の児童とその母 

両親のいない 18 歳以下の児童 

（計 11648 人） 

184,376 

福島県 ひとり親家庭医療費助成事業 

県内全市町村（89）で実施。県は助成費の 1/2 を市町村に補助して

いる 

16725 世帯 211,500 

茨城県 母子寡婦福祉小口融資貸付金 

（社）茨城県母子寡婦福祉連合会が行う貸付事業に対して、その原

資を貸付ける 

平成 15 年実績 

貸付件数：91 件 

貸付金額：9940 千円 

10,000 

 ひとり親家庭等医療費助成事業 

市町村で実施するひとり親家庭への医療費助成事業に対する補助

全市町村 

59957 人 

729,826 

栃木県 ひとり親家庭医療費助成事業 

県単補助金（県 1/2、市町村 1/2）、償還払方式。ひとり親家庭の親

と子（18 歳に達した後の年度末まで、所得制限あり）対象 

県内全市町村（49） 

172505 件 

259,793 

埼玉県 中学校に入学予定の児童を扶養する市町村民税非課税世帯（生

活保護受給世帯を除く）のひとり親に対し、就学に係る費用の一部

（対象児童 1 人に 10000 円）を助成する 

さいたま市を除く県内在住のひとり親の

方 

13,261 

千葉県 ひとり親家庭等医療費助成事業 

市町村が県基準による医療費助成制度を実施した場合に補助 

対象：77 市町村 

対象者数：37157 人 

229,603 

神奈川県 ひとり親家庭等に対する医療費助成事業の実施 県内 37 市町村への補助 1,769,853 

富山県 母子世帯等援護資金貸付事業  7,000 

石川県 ひとり親家庭等医療費助成  82,763 

福井県 ひとり親家庭等医療費助成事業 母子家庭の母・児童 

父子家庭の父・児童 

ひとり暮らしの寡婦 

179,121 

長野県 母子家庭等児童福祉金支給事業 

小学校入学時、1 人 5000 円 

中学校卒業時、1 人 15000 円 

3690 人 40,525 

岐阜県 母子家庭等に対する医療費助成を行う市町村に対する補助 

対象範囲：18 歳到達後の年度末までの児童を扶養している配偶者

のいない母と該当児、父母のいない 18 歳到達後の年度末までの児

童 

平成 16 年当初予算編成時受給者見込

数：34778 

520,199 

静岡県 母子家庭医療費助成事業 

医療費の一部を助成する市町村 に補助金を交付する 

13603 世帯を見込み 320,000 

愛知県 父又は母が死亡、離婚、重度の障害等の 18 歳以下の児童を監護・

養育している者に支給 

児童 1 人あたり月額 4500 円、所得制限あり 

79,098 人 4,271,265 

三重県 母子及び寡婦福祉資金貸付金 県内の母子、寡婦  

滋賀県 母子家庭、父子家庭福祉医療費補助金 

母子家庭等の医療費の自己負担分を市町を通じて助成する 

母子：約 23000 人 

父子：約 1900 人 

465,553 

 母子福祉援護資金貸付金 

母子福祉団体が実施する小口資金等の貸付事業に要する資金を

貸付ける 

 14,135 

京都府 母子家庭奨学金等支給事業 

母子家庭衣料給付 

39 市町村、11600 人 1,081,916 

奈良県 母子医療費助成事業 母子家庭 402,000 

和歌山県 医療費助成 50 市町村 437,824 
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都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

鳥取県 ひとり親家庭の児童及びその父又母への医療費助成。所得税非課

税世帯のみ 

 102,749 

 母子家庭の児童の小・中学校入学時に仕度金 1 万円を交付する  3,415 

広島県 母子家庭等に対し、緊急に必要とする資金の貸付を行う母子福祉

団体に貸付原資を貸付ける 

延べ 890 名 20,000 

山口県 母子医療対策費 

低所得の母子家庭に対して医療保険の自己負担分を助成する 

約 21000 人 352,021 

徳島県 1.母子世帯小口資金貸付金事業 

母子世帯に対し、緊急時に少額の資金の貸付を行う市町村に資金

を貸付ける 

2.母子家庭等医療費助成事業 

母子家庭の母等の医療費の一部の助成を行う市町村に対し、補助

を行う 

3.母子寡婦福祉連合会補助金事業 

母子福祉団体に対し補助を行う 

1.11 市町村 

2.50 市町村 

3.1 団体 

14,296 

愛媛県 母子家庭医療費公費負担事業 

各市町村が実施する母子家庭に対する医療費（自己負担分）への

助成に対する助成。県 1/2、市町村 1/2 

県内各市町村 

助成対象：所得税非課税母子家庭及び

これに準ずる世帯 

575,442 

 母子・父子家庭小口資金貸付金 

各市町村（中核市を除く）が実施する母子・父子家庭向けの緊急小

口資金の貸付原資に対する貸付。県 1/2、市町村 1/2 

実施市町村居住の母子・父子家庭 17,500 

高知県 母子家庭医療費助成事業 

所得税非課税世帯の母子家庭を対象として、医療費の自己負担を

県と市町村で助成する 

対象世帯数：5527 世帯（平成 16 年 4 月

1 日現在） 

245,411 

福岡県 母子家庭等医療費支援事業 

実施主体は市町村。初診、往診料の自己負担相当額を除く医療費

の自己負担額を補助 

母子家庭の母及び児童、父母のいない

児童、一人暮らしの寡婦（128087 人） 

2,738,431 

佐賀県 母子家庭医療費助成事業 

母子家庭等助け合い資金貸付事業 

 205,911 

長崎県 母子家庭に対する医療費の助成 約 11 万件 148,215 

大分県 母子家庭に対し、医療費の一部負担金を助成している市町村に対

して補助を行うもの 

58 市町村 165,972 

宮崎県 母子家庭に対する医療費の一部助成 母子家庭の母 

上記が扶養する 18 歳年度末までの児

童 

18 歳年度までの父母のない児童 

179,996 

鹿児島県 母子・寡婦・父子たすけあい資金貸付事業 

県が県母子寡婦連合会に原資を貸付け、これをもとに母子会員等

に貸付ける 

356 件 25,000 

沖縄県 医療費助成事業 母子家庭の母子、父子家庭の父子、養

育者家庭の子 

244,796 

 母子家庭等児童入学激励金事業 母子家庭及び養育者家庭の児童の新 1

年生（小） 

1905 人（1 人 5000 円） 

9,525 
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⑧ その他 

母子休養ホーム事業、入学祝い金・祝い品支給、母子家庭人間ドック、施設招待券支給、

病没家庭激励訪問事業などがみられた。また、ひとり親家庭等の支援団体の運営費補助や

活動支援等の回答などがその他の支援策として挙げられた。 

事業名：その他 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

福島県 県母子寡婦福祉連合会に、母子寡婦福祉活動推進員を設置し、単

位母子寡婦福祉会の育成指導と活動の指導、支援を行う 

1 か所 1,787 

茨城県 1.茨城県母子寡婦福祉連合会への運営費補助 

2.母子寡婦実態調査 

自立促進計画策定のためのアンケート調査 

3.母子寡婦福祉資金特別会計の事務費の一部を、一般会計から繰

出す 

 12,152 

栃木県 遺児対策事業 

父母の一方又は両方が死亡した児童（義務教育終了前）につい

て、遺児手当を支給 

実施主体：市町村 

月額 3000 円（総合交付金化されており、前々年度の支給実績の

1/2 を交付） 

中核市を除く県内全市町村（48） 17,079 

群馬県 福祉医療費補助（母子家庭等） 

※事業費は事業実施主体である市町村への補助金額 

所得税非課税の母子（父子）家庭、父母

のない児童 

16 年度見込人員 31040 人 

516,845 

埼玉県 ひとり親家庭等医療費助成事業 

ひとり親家庭の親子に係る医療費（各種医療保険の自己負担分の

一部）を助成する市町村に対して、当該経費の 1/2 を補助する（所

得制限あり） 

県内 89 市町村 622,086 

千葉県 ひとり親家庭等招待事業（平成 16 年度で廃止） 

県内 7 施設に有料又は無料で招待 

2525 名（平成 15 年実績） 2,030 

東京都 ひとり親家庭への様々な施策メニューの中から、区市町村が地域の

実状に応じて柔軟に実施する事業に対して助成する 

46 事業 16,575 

神奈川県 低所得の母子家庭に対し、母子休養ホームへの招待事業の実施 母：63 人、子：117 人 1,300 

新潟県 ひとり親家庭等医療費助成事業 

市町村が実施する医療費助成事業に対し、県が 1/2 を補助する 

 425,302 

富山県 ひとり親家庭等医療費助成  279,719 

石川県 小学校入学、中学校卒業時に仕度金を支給 1684 人 25,256 

福井県 （財）福井県母子寡婦福祉連合会補助金 （財）福井県母子寡婦福祉連合会 300 

山梨県 ひとり親家庭医療費助成事業 

所得税非課税世帯のひとり親家庭の親と児度、父母のいない児童

の医療費自己負担分について、市町村が助成した額の 1/2 を助成

県内全市町村 

（平成 15 年、受給者証交付 4709 世帯） 

87,076 

長野県 母（父）と子の集い事業 

郡市母子会が主催する集い事業に要する経費に対し補助を行う 

3300 人 6,400 

京都府 母子家庭人間ドック ※日赤の協力により実施 350 人  

大阪府 ひとり親家庭医療費助成事業  3,041,627 

奈良県 病没家庭激励訪問事業：2824 千円 

特別会計利子補給：662 千円 

団体運営補助：6395 千円 

 9,881 

岡山県 ひとり親家庭等医療費公費負担 78 市町村 245,043 

広島県 県立母子福祉センターを設置、運営している 1 か所 3,785 

愛媛県 母子寡婦福祉大会補助金 

県母子寡婦福祉連合会が母子寡婦福祉向上のため開催する大会

に対する助成 

年 1 回、参加者約 1000 名 300 

高知県 ひとり親家庭の新入学児童への祝い品（1000 円分の図書券） 439 人 439 

長崎県 1.長崎県母子寡婦連合会へ運営費助成 

2.小学校入学時に入学祝品支給 

3.母子家庭等指導者養成事業（若年母子リーダー） 

1.1 団体 

2.964 人 

3.34 人 

7,620 

 ひとり親家庭等の児童が小学校へ入学する際、保護者に対し入学

祝品を支給(申請者 1 人につき、3000 円相当の記念品） 

700 人 2,400 

宮崎県 母子福祉協力員設置 50 名 4,327 

 母子福祉団体地区別研修会開催経費助成 8 地区 600 

 母子福祉団体母子部活動経費助成 2 回 282 

 市町村母子福祉団体活動経費助成 43 市町村 1,450 

沖縄県 母子休養ホーム事業 母子家庭の母及び子、大人 45 人 

子ども 80 人 

376 
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(6) 各種手当ての支給 

今回調査では、各種手当ての支給については、都道府県で独自事業についての記載が少

なく、都道府県では実施例が少ないものと推察される。 

① 出産祝い金 

記入は大分県の 1 県のみで、過疎地域の市町村が実施する祝金（祝品）支給事業に対し

補助しているが、平成 17 年度で廃止される予定となっている。 

分野：⑥各種手当ての支給 

事業名：出産祝い金 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

大分県 1.過疎地域の市町村が実施する祝金（祝品）支給事業に対し補助

（平成 17 年度廃止） 

補助率：1/2 

補助対象経費限度額：第 1 子 30000 円/人、第 2 子 100000 円/人、

第 3 子以降 200000 円/人 

2.過疎地域以外の市町村が実施する祝金(祝品）支給事業に対し

補助（平成 17 年度廃止） 

補助率：1/2 

補助対象経費の限度額：3000 円/人 

1.1485 人 

2.8150 人 

66,500 

 

② 出産祝い品（記念品の贈呈等） 

回答した都道府県はない。 

③ 育児手当 

記入があったのは東京都の児童育成手当（都単独事業）のみであるが、事業費は

8,832,447(千円)と大きな事業である。対象者も育成手当 613,415 人、障害手当 35,443 人と

多数である。 

事業名：育児手当 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

東京都 児童育成手当（都単独事業） 

支給対象：以下の要件に該当する児童を扶養する保護者に対して

支給 

育成手当：父又は母が死亡・重度障害の状態、父母が婚姻を解消

及び上記の 18 歳に達した日の属する年度の末日以前の児童 

障害手当：次のいずれかに該当する 20 歳未満の者。知的障害で

「愛の手帳」1～3 度程度の者、身体障害で、「身体障害者手帳」1～

2 級程度の者、脳性マヒ又は進行性筋萎縮症の者 

手当額：育成手当、月 13500 円、障害手当、15500 円 

所得制限：前年度の収入（所得）が扶養親族 1 人の場合、565.6

（398.4）万円未満、扶養親族 5 人の場合、744.9（550.4）万円未満。

平成 12 年 6 月から特別障害者手当の所得制限に準じている 

実施機関：区市町村が条例を制定し、認定及び支給を行う。都は給

付費所要額を市町村に交付（区部は都区財政調整） 

全額都負担（事務費は市町村負担） 

育成手当：613415 人 

障害手当：35443 人 

8,832,447 
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④ 入学祝い金 

青森県の遺児等援護補助事業、山梨県の小中学校入進学仕度金と、2 県の記入があっ

た。 

事業名：入学祝い金 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

青森県 遺児等援護補助事業 15 年度、18421 人 23,362 

山梨県 小中学校入進学仕度金 

小中学校に入進学する児童のいるひとり親家庭、10000 円、所得税

非課税世帯 

平成 15 年、828 件 10,360 

 

⑤ 入学祝い品（文具や記念品の贈呈等） 

回答した都道府県はない。 

 

⑥ その他 

熊本県の介護休業・育児休業者生活資金貸付制度の記入があり、事業費は 12,200(千円)

となっている。 

事業名：その他 
都道府県 事業内容 事業対象 事業費(千円)

熊本県 介護休業・育児休業者生活資金貸付制度 

介護休業及び育児休業を取得する労働者を対象に、低利・長期に

わたって休業中の生活資金を貸付ける 

融資額：100 千円～1000 千円 

返済期間：6 年以内 

県内に勤務先又は住所がある方 

現勤務先に 1 年以上勤務している方 

１か月以上継続して介護・育児休業を取

得する予定の方で同一事業所に復職が

確かな方 

休業中の賃金収入が 1/2 以下になる方 

12,200 
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(7) 母子保健 

各都道府県が様々な事業を実施している。事業費も数十万から 2 億円近いものまで、幅が広

くなっている。 

母親向けの事業としては、妊産婦健康診査の回数や項目追加、産後のうつ病対策、電話健

康相談、母乳育児推進事業などの回答があった。子どもと家庭を対象とした事業としては、障

害児早期発見・相談、健康審査の上乗せ補助、アレルギー・アトピー性疾患対策、思春期対策、

児童虐待防止などが行われている。 

分野：⑦母子保健 
都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

北海道 母子保健推進活動事

業（思春期保健対策）

思春期専門職員研修 

各保健所単位にて、思春期保健に係る研修会を実施。実施

日、場所、頻度等については各保健所で異なる 

市町村保健福祉学校

関係者等 

1,207 

青森県 妊産婦健康診査事業

費 

3 回以上実施している。市町村にその費用の一部を助成して

いる 

 1,570 

宮城県 母子保健事業虐待予

防事業 

1.産後うつ病質問票の普及啓発 

2.専門的知識や 新情報提供のための研修会（基礎 3 日、

専門講座 4 日） 

3.母と子のグループミーティングの実施 

1.県内市町村 

2.市町村母子保健関

係者、県保健福祉事

務所等職員 

3.3 保健福祉事務所 

2,323 

秋田県 母子健康増進支援事

業 

市町村が妊婦に対し、妊婦健康診査 

及び妊婦歯科健康診査の無料受診券を交付する場合に、そ

の費用の 1/2 を助成する 

1.妊婦一般健康診査 

限度額：妊婦 1 人 1 回につき 5000 円 

回数：4 回分 

2.妊婦歯科健康診査 

限度額：妊婦 1 人につき 4000 円 

回数：1 回分 

県内妊婦 8450 人 101,428 

茨城県 子育てアドバイザー派

遣事業（育児支援家庭

訪問事業） 

本事業において家庭訪問を行う子育てアドバイザーの要請

研修。県看護協会に委託 

研修期間：基礎研修 3 日間、フォローアップ研修 1 日 

開催回数：2 回 

子育てアドバイザーと

なる保健師、助産師、

看護師、保育士、子育

て経験者等 

1 回、50 名程度 

3,890 

栃木県 発達障害児早期発見

モデル事業 

広域健康福祉センター毎に、管内保育所から各10施設程度

各施設在籍の年中児童 

各施設の定期健康診断の日に合せて実施 

保健師、心理相談員等 

県内保健所 48 か所 

年中児童（5 歳児）約

1000 名 

1,616 

 総合養育支援事業 県広域健康福祉センターが医療機関及び市町村との連携の

もと、訪問指導やグループ指導を実施 

実施回数は各センターにより異なる 

出生時の体重が 2000

ｇ以下又は新生児期に

特別な医療を要した児 

2,967 

 思春期ピアカウンセリ

ング事業 

ピアカウンセラー養成事業：4 日間の研修及び 2 日巻のフォ

ローアップ研修 

ピアルーム設置運営事業：土・日の午後開設 

養成者数 107 名 2,008 

 乳幼児電話相談事業

（あかちゃんすくすくテ

レフォン相談） 

電話、メール、ファックス相談 

県内の 2 か所の病院に委託 

保健師、看護師、医師の相談 

育児や栄養等に関す

る相談 

14,924 

群馬県 生命を育む講座事業 県内小学校（主に中～高学年対象） 

授業参観日や PTA 集会等、親子で参加できる日に実施 

県助産師会への委託事業 

50 校 2,500 

埼玉県 地域における相談業

務・子どもの心の健康

相談事業 

保健所で実施 

各保健所月 1 回程度実施 

精神科医又は小児科医、臨床心理士、保健師等が従事 

平成 15 年度 

13 か所、481 人 

8,994 

 思春期保健相談 埼玉県看護協会へ委託 

電話・面談による相談、週 3 日 

助産師等が相談員として従事 

平成 15 年度 

1 か所、3227 人 

2,943 

 エイズ母子感染防止

事業 

市町村が実施する妊婦健診にあわせて実施 

妊婦 HIV 抗体検査について補助を行う 

平成 15 年度 

88 市町村、61399 人 

16,135 

千葉県 子どもの心の健康支援

事業 

保育園、幼稚園、小学校等に精神科医や児童カウンセラー

などを派遣し、講習会の開催、相談、個別指導を実施する 

保育所：1 か所×2 回 

幼稚園：1 か所×2 回 

246 

 遺伝相談事業 実施保健所：1 か所 

実施日：月 1 回 

内容：専門医による相談 

1 保健所 350 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

 思春期保健相談事業 保健所が管内の状況にあわせて、①個別相談、②健康教

育、③ピア・エデュケーション、事業を実施 

8 保健所 3,668 

東京都 電話相談「母と子の健

康相談室」（小児救急

相談） 

 

（財）東京都保健医療公社へ委託 

月～金、17 時～22 時、土・日・祝・年末年始 9 時～5 時 

保健師、助産師、必要に応じて小児科医師が対応 

 27,416 

 SIDS 電話相談～子ど

もをなくされたご家族

のために～ 

東京都庁第一庁舎で実施 

保健師及びピアカウンセラーによる電話相談 

金、10 時～16 時（祝・年末年始を除く） 

SIDS やその他の病気、事故、死産などで赤ちゃんをなくされ

たご家族の精神的支援を行う 

 1,498 

 乳幼児発達健康診査 市町村補助事業 

乳幼児健診の結果、発達の遅れが疑われる児に対して、小

児神経学の立場から健診を行う 

39 市町村、2560 人（予

算規模） 

特別区は財調措置 

6,708 

 TOKＹO 子育て情報

サービス 

妊娠、子育て及び事故防止等に関する情報を 365 日 24 時

間、電話とファクシミリにより提供する 

（財）母子衛生研究会に委託 

 3,787 

 3 歳児健康診査(上乗

せ補助） 

国補助単価と都単価の差額について補助している 対 象 ： 39 市 町 村 、

36000 人（予算規模） 

特別区は財調措置 

47,218 

神奈川県 聴覚障害乳幼児育成

支援事業 

新生児聴覚検査等により、聴覚障害又は障害の疑いのある

乳幼児及び保護者への早期療育に向けた支援を実施 

保健福祉事務所、週 1～2 回 

言語聴覚士・保健師による相談 

2 か所（26 人） 3,623 

富山県 アレルギー・アトピー性

疾患相談事業 

医師、保健師、栄養士等からなる専門相談窓口を開設し、保

護者の相談に応じる。また、正しい知識の普及・啓発等を行

う 

相談会、36 回/年 1,490 

 母乳育児推進事業 母乳育児の啓発・普及 

研修会、パンフレット等の作成、配布 

富山県母乳育児推進連絡協議会への補助 

 300 

福井県 乳幼児発達相談指導

事業 

精神・運動面において、障害をもつおそれのある児童につい

て、医師等により相談・指導を行う（保健所等で実施、実施

日、頻度等は各保健所にて決定している。医師、心理相談

員、言語聴覚士、作業療法士、保健師等で構成している） 

平成 16 年は 6 保健所

で 95 回予定、人数は

未定（平成 15 年、計

115 回、302 人） 

2,122 

山梨県 乳幼児すこやか発達

支援事業 

保健所（相談、訓練等） 

保健所職員ほか医師、心理職、保育士、言語訓練士等 

1/月～4/月 

8 か所、500 人 6,732 

長野県 低出生体重児フォロー

アップ事業 

県下全保健所において、出生体重 1500g 未満の児への発達

検査、保護者への相談を行う。対象児へは医療機関からフォ

ローアップ手帳が配布される 

年間約 120 名 129 

静岡県 思春期健康支援対策

事業 

思春期の若者が、学校以外でも性に関する悩みを相談でき

る場所を、養成したピアカウンセラーを活用しながら設置運

営する 

相談室 1 か所 6,000 

 難病・医療活動事業 難病児の福祉の向上を図るために、保健衛生活動を行う団

体に助成する 

1 か所 700 

滋賀県 新生児救急医療セン

ター運営費補助 

新生児及び周産期の妊産婦の医療の確保及び充実を図る

ため、新生児救急医療センター及び新生児専用ドクターカ

ーの運営に要する経費に対して補助する 

 195,000 

 療育発達相談指導事

業 

市町の乳幼児健診後、より専門的な対応の必要な児に対し

て、二次健診を各保健所で実施する 

 3,009 

 小児保健医療センタ

ー運営費 

小児保健分野の中核施設として三次精密健診、遺伝相談等

を実施する。また、保健所療育発達相談事業へ専門職員を

派遣するほか、母子保健関係者の研修を行う 

 32,014 

京都府 児童虐待未然防止対

策事業 

乳幼児健診未受診家庭等を対象に、心理カウンセラーの訪

問指導や精神科医による相談指導等を行い、育児不安等虐

待のハイリスク要因を除却、軽減する 

8 保健所（支所） 3,300 

 小児がん予防研究事

業 

国において、一旦休止された神経芽細胞腫検査について、

実施時期の変更等、検査方法を見直して実施し、有効性等

の向上が図られる実施方法について研究する 

7000 人 5,000 

兵庫県 乳幼児アトピー性皮膚

炎対策事業 

場所：25 健康福祉事務所 

内容：専門相談、教室 

スタッフ：専門医師、保健師、栄養士等 

アトピー性皮膚炎の乳

幼児を抱える保護者等 

思春期までの患者 

591 

 乳幼児発達相談事業 場所：25 健康福祉事務所 

内容：診察、診断、発達指導、育児指導 

スタッフ：医師、理学療法士、言語療法士、心理士、保健師

等 

市町の乳幼児健診等

で精神運動発達に問

題のある児又はそのお

それのある児及び育児

不安の強い親等 

10,793 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

和歌山県 乳幼児発達相談指導 県立保健所で専門医や発達相談員、理学療法士等が心身

の発達に関する相談や訓練指導を実施（予約制） 

乳幼児及び保護者 

県内 8 か所 

4,617 

 子ども保健福祉相談セ

ンター 

長期療養を要する子どもたちが地域で支援を受けられるよ

う、相談、研修会等を実施。県立医大病院内に設置 

県内 1,931 

鳥取県 多胎妊娠妊婦健康診

査費助成事業 

助成対象：県内に居住地を有する多胎児を妊娠している女

性 

助成内容：妊娠 20 週以降の妊婦健康診査に対し、 高 5 回

を限度に助成 

69 人×5 回×＠6780

×1/2 

※市町村交付金のた

め、事業日総額には含

まれず 

984 

島根県 乳幼児発達支援事業 乳幼児健診等により、発達等支援が必要と思われる乳幼児

に対し、健康福祉センターにおいて月 1 回専門医による相談

及び指導を行う 

10 か所、約 160 名 4,526 

 未熟児保健・医療連携

事業 

未熟児の退院後の生活を支援するため、医療機関との連携

により、未熟児の支援システムの構築を図る 

7 か所 425 

岡山県 地域のお母さんがす

すめる保健支援事業

地域のお母さん的存在である愛育委員等が地域の組織と連

携し、閉じこもりがちな親子等への声かけ訪問や親子交流会

等を通じて、子育て支援の輪を広げる 

各市町村単位で愛育

委員会で実施 

2,500 

 母子保健評価事業 県、市町村における母子保健に関する情報を収集・分析・還

元し、有効かつ的確な地域母子保健医療対策の確立及び

推進を図る 

各保健所（9保健所）で

検討会等を実施する 

547 

 乳幼児発達相談指導

事業 

身体の機能に障害のある子どもあるいは疑いのある子ども

を、早期に発見し、適切な指導・助言を行う。また、その子ど

もたちを集団で支援する 

各保健所で実施 4,871 

 愛育委員育成 母子保健福祉の向上や地域の健康づくりに不可欠な愛育委

員等の活動を充実・活性化する 

各保健所単位で実施 

愛育委員数：18661 人 

11,217 

福岡県 乳幼児発達相談指導

事業 

13 保健福祉環境事務所で実施 

事務所毎の出生数により、実施頻度が異なる 

専門医師、心理判定員、理学療法士、事務所職員（助産師

等）が従事。健診後、全スタッフでケースカンファレンス実施

将来、精神・運動発達

面において障害を招

来するおそれのある乳

幼児 

3,986 

 先天代謝異常及びク

レチン症検査事業 

産科又は小児科で実施 

生後 5～7 日目に実施 

検査は検査期間に委託 

新生児が対象 50,004 

 乳幼児育児支援事業 発達段階ごとに保護者向けの育児小冊子を作成し、市町村

が実施している健診時に本冊子を配布している 

乳幼児をもつ保護者 3,607 

佐賀県 安心子育て電話相談 24 時間アクセス可能なテレフォンサービス（インターネットサ

ービス）の設置。母子衛生研究会へ事業委託 

 2,819 

長崎県 ATL ウィルス母子感染

防止対策事業 

妊婦に対する ATL 抗体検査（精密検査）の公費負担及び陽

性者に対する母乳抑制指導等の母子感染防止対策 

約 200 人 5,111 

熊本県 母親の心のケア推進

事業 

産後うつ病や育児不安など支援の必要な母親を早期に発見

し、支援を開始することにより、病状などの回復の手助けを行

い、良好な母子関係を促すための事業。研修会の開催（スタ

ッフ向け）や、手引きマニュアルの作成、関係機関との連携シ

ステムづくりを行う 

保健師、助産師、看護

師、医師(小児科、産

科、精神科）、保育士

など 

3,657 

大分県 育児不安フォローアッ

プ事業 

親の育児不安の軽減を図り、ひいては児童虐待の発生を防

止するため、保健所において専門的相談、訪問指導、グル

ープミーティングを行う 

県下のデータ、関連情報等をまとめた「母子保健ニュース」の

発行 

13 保健所 1,815 

 新生児救急車整備事

業 

新生児救急車の更新。大分県立病院に配置（財団法人日本

宝くじ協会助成金） 

 28,495 

 ハイリスク児フォローア

ップ事業 

ネットワークによるフォロー、情報交換  758 

 周産期医療対策事業 情報システム検討委員会開催経費等  284 

 身体障害児等保健対

策事業 

心臓疾患児療育キャンプ 

小児糖尿病患児サマーキャンプ 

 

 487 

宮崎県 こころ健やか子育て支

援事業 

1.研修会の開催 

県内 3 保健所を中心に年 8 回 

2.ハイリスク親を対象にしたグループ育成 

県内 6 保健所にて年間平均 8 回 

3.ネットワーク会議の開催 

各保健所年 2 回 

県内全 8 保健所 

保健所、市町村、保健

師 

保育士 

2,324 

 子育て支援電話情報

サービス事業 

育児に関する情報や知識について、自動的にテープで答え

る 1 年 365 日 24 時間電話、インターネットによる情報サービ

ス 

全県民 2,090 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

 「ひむかの子」地域療

育推進事業 

1.発達相談の開設 

2.あそびの教室の開催 

3.ケース検討会 

各保健師 6～12 回 

県内全 8 保健所 

精神・運動等の発達に

問題があり経観を必要

とする児等 

7,860 

鹿児島県 健やか育児サポート事

業 

虐待もしくは虐待傾向のある母親もしくは強い育児不安をも

つ母親に対し、グループワーク及びカウンセリングを実施す

る。スタッフは、医師、臨床心理士、保健師等 

県内 14 の各保健所に

おいて、年 6 回程度実

施 

2,741 

 ハイリスク母子健康対

策事業 

妊娠や出産に支障を及ぼすおそれのある妊婦や、育児に支

障を及ぼす産婦の健康管理 

未熟児の健全な育成を促すため、保健師の家庭訪問等によ

る継続的な保健指導 

多胎妊娠の妊産婦 

16 歳未満の若年妊産

婦 

未熟児、障害児等を出

産した産婦等 

1,702 

沖縄県 健やか親子 21 沖縄県

計画推進事業 

「健やか親子おきなわ 2010」推進協議会及び専門部会の開

催。専門部会は思春期、周産期、子どもの事故防止、健やか

推進部会の 4 つに分け、若年妊産婦の支援、健やか親子の

普及啓発活動等を行なっている 

県民 1,224 

 母子保健普及啓発事

業 

母子保健大会の開催（年 1 回） 

日時：平成 17 年 1 月 20 日 

場所：宜野湾市民会館 

参加者：700 人 

目的：母子保健関係者の連携と県民の意識を高揚するため

市町村担当母子保健

推進員 

1,783 
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(8) 医療 

未熟児・障害児・小児慢性特定疾患患者等に対する養育医療・育成医療・療育医療に関す

る回答が多かった。妊産婦医療費助成も 3 県で記入があった。 

分野：⑧医療 
都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

茨城県 妊産婦医療費助成 妊娠届出月の初日から出産月の翌月末日まで対象 

所得制限あり 

全市町村 

13500 人 

392,812 

栃木県 妊産婦医療対策事業 市町村が実施する妊産婦医療費助成事業に係る経費に対

して補助（補助率 1/2） 

妊娠届が受理された月の初日から出産した月の翌月の末日

まで 

所得制限なし 

2 万人（実人員） 

98000 円 

312,493 

群馬県 院内保育施設運営費

補助 

医療従事者の離職防止や再就職を促進するため、国庫補助

対象にならない自治体立病院の保育所や保育児童数が4 人

未満の保育所について、基準を設けて運営費を支援する 

11 施設（予定） 16,341 

 養育医療給付 世帯所得に応じた費用負担分を県単で負担する 440 人 18,890 

 小児慢性特定疾患医

療給付 

県単独事業として、対象疾患の追加、1 か月未満の入院、年

齢延長、通院医療も対象としている 

706 人 38,104 

 医療的ケアが必要な

児童生徒の教育充実

事業 

養護学校において、医療的ケアが必要な児童生徒に対し、

看護師による医療的ケアを実施する。同時に養護学校にお

ける安全な医療的ケア実施体制を構築するために、県運営

協議会の設置や教員に対する専門家による巡回指導及び

研修を実施。支給要件及び所得制限はなし。500 円/日の自

己負担あり 

二葉養護学校、二葉

高等養護学校、あさひ

養護学校（いずれも肢

体不自由養護学校）の

在校生 

（現在、利用者 27 名） 

8,440 

 小児救急医療支援事

業 

入院を必要とする小児患者が、休日・夜間であっても受診で

きるようにするため、県を 5 地区に分けて、小児科標榜病院

が当番制で診療にあたる。病院は小児科医や看護師を待機

させ、入院施設を準備する 

1 日あたり 52510 円を病院に委託料として支払い（52510 円の

うち 26350 円が県単独措置） 

10 医療圏中 8 医療圏

において実施 

94,458 

 心身障害児（者）歯科

診療事業等委託 

心身障害児（者）のための二次歯科診療を群馬県歯科医師

会に委託して実施する 

委託料：12443 千円（全額県単独措置） 

委託先：群馬県歯科医

師会（1年あたり延べ患

者数は約 3400 人） 

12,443 

埼玉県 重度心身障害者医療

費助成事業 

重度心身障害者（身障手帳1～3級、療育手帳○A～B）に係

る医療費（各種医療保険の自己負担分の一部）を助成する

市町村に対して、当該経費の 1/2 を補助する 

※事業費は障害児だけでなく、対象障害者全体に対する事

業費 

県内 89 市町村 5,571,336 

福井県 未熟児養育医療事業 自己負担金の一部免除、国が定める徴収基準Ｄ4 階層以下

の自己負担金の徴収を免除 

国の基準によると 8732

千円徴収するところ、

4705千円免除し、4027

千円の徴収（平成 15

年実績、160 人決定、

113 人免除） 

4,075 

山梨県 養育医療 

育成医療 

療育医療 

所得制限等による自己負担分の県費対応 約 500 名 28,831 

 小児慢性特定疾患短

期入院給付 

国庫補助対象外である 1 か月未満に入院にかかる医療給付

を 18 歳未満の児童を対象に実施 

約 70 名 3,115 

愛知県 小児慢性特定疾患医

療給付費 

国補助事業に対して、一部疾患内容を事業拡大する 

慢性腎疾患の通院拡大 

慢性腎疾患のネフローゼ症候群の年齢延長及び通院拡大

内分泌疾患の慢性下垂体機能障害の年齢延長 

糖尿病の年齢延長 

給付人員：1741 人 59,469 

 未熟児養育医療給付

費 

国事業において発生する自己負担金について、その全額又

は一部を援護している 

所得税額 150 万円以下について全額援護 

所得税額 150 万円超について半額援護 

給付人員：1015 人 42,002 

 身体障害児育成医療

給付費 

国事業において発生する自己負担金について、その全額又

は一部を援護している 

所得税額 150 万円以下について全額援護 

所得税額 150 万円超について半額援護 

給付人員：3619 人 61,118 
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都道府県 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

大阪府 小児慢性特定疾患治

療研究事業 

小児慢性特定疾患の治療研究を進めることにより、医療の確

立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減を図

る（国庫補助対象に該当しない 

部分について府単独で給付） 

6379 人 167,859 

兵庫県 未熟児養育医療 自己負担相当額を県費で負担する 養育のため病院又は

診療所に入院すること

を必要とする 1 歳未満

の未熟児 

26,685 

鳥取県 中部小児救急医療支

援事業 

中部の小児科開業医の当番制で、日曜・祝祭日・年末健氏

の午前 10 時 

～午後 1 時 15 分、県立厚生 by 押印で小児救急診療を行な

ってもらい、運営費の一部を助成する 

主に中部医療圏の急

患小児 

858 

島根県 小児慢性特定疾患治

療研究事業 

18 歳以上 20 歳未満を対象としていない疾患について、20 歳

未満まで延長 

39 人 1,240 

 乳幼児等医療費助成

事業 

就学後 20 歳未満の者のぜんそく等 5 疾患群に係る 1 月未満

の入院について、医療保険の自己負担分から医療機関ごと

に 1 月あたり医療費の 1 割（上限 15000 円）を控除した額を

助成 

平成 15 年度実績 

助成件数：151 件 

1,700 

高知県 未熟児養育医療 国の定める扶養義務者からの徴収金を県単独で助成 78 人 3,750 

福岡県 妊娠中毒症等療養援

護費事業 

妊娠中毒症等にり患している妊産婦で、入院期間及び所得

要件を満たしている者に対して、治療費の一部を支給する 

妊娠中毒症等にり患し

ている妊産婦 

74 

 


