
１ 若者の生活基盤の確保 単位：千円
・キャリア教育の推進
　小・中・高校の各段階で体験活動等を通じたキャリア教育の推進を図る。

・未就職卒業者等就職支援事業費
　未就職卒業者等に対して、キャリアカウンセリング、社会人基礎力を学ぶための研修
及び紹介予定派遣制度を活用した職場実習等を実施する。

・女性健康支援事業費
　公益社団法人愛知県助産師会に委託し、妊娠・出産等に関する電話相談「女性の健康
なんでも相談」や健康教室（いのちを大切にする教育等）を実施

・結婚支援推進事業費
　企業等の結婚支援を推進するためのセミナーや意見交換会を実施することで、企業の
結婚支援の取組サポートする。

２ 希望する人が子どもを持てる基盤づくり
・周産期医療対策費
　周産期医療協議会の運営、周産期医療情報ネットワークの運営、周産期母子医療セン
ターの運営費及び設備整備への補助、分娩取扱施設の施設・設備整備への補助等。

・産科医等支援事業費
　分娩取扱医療機関等において、分娩手当を支給する場合、その経費の一部を助成す
る。

・不妊治療費助成事業費
　一般不妊治療、特定不妊治療を行う夫婦に対し助成する。

・ファミリー・フレンドリー企業推進費
　企業における仕事と生活の両立支援が可能な職場づくりを支援するため、「愛知県
ファミリー・フレンドリー企業登録制度」を運用する。

・ワーク・ライフ・バランス普及推進費
　「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」の開催、「多様な働き方」を制度と
して導入している企業の取り組み事例を紹介するシンポジウムを開催する。

・男性の育児参加促進事業費

　子育てハンドブック「お父さんダイスキ」のスマートフォンアプリケーションの配信
及び子育ての意識向上セミナーを開催し、男性の育児参加に対する理解の促進を図る。

　 　　　　　
３ すべての子ども・子育て家庭への切れ目ない支援

・子育て世代包括支援センター充実強化事業
　妊娠期から子育て期の相談に応じる子育て世代包括支援センターの充実強化を図るた
め、連携会議や研修会を開催する。

・施設型教育・保育給付費
　子ども・子育て支援法に基づき、私立の特定教育・保育施設に係る教育及び保育を実
施するために要する費用を負担・補助する。

・保育士・保育所支援センター費
　潜在保育士の就職や潜在保育士活用支援等を行う「保育士・保育所支援センター」の
設置及び運営に要する費用を補助する。

・保育補助者雇上強化事業費補助金
　保育所等（公立除く）における保育士の負担を軽減するため、保育所等に勤務する保
育補助者を雇い上げる費用の一部を補助する。

・認可外保育施設ＩＣＴ化推進事業費補助金
認可外保育施設が保育従事者の業務負担を軽減し、事故防止につなげるための備品整備
に係る経費の一部を補助する。

【新規】
1,500

-

21,465,076 20,128,428

16,000 15,843

536,249 269,214

「あいち はぐみんプラン2020-2024」に関する2021年度の主な関連予算

42,778 44,313

【新規】
42,860

-

1,834 1,679

3,8523,041

972 1,143

867 991

6,864 1,661

働き方改革の推進に向けた取組、ワー
ク・ライフ・バランスや男性の育児参加
促進に向けた取組の実施

529,026 629,244

106,152 107,231

1,683,198 987,389

1,4931,628

体験活動を通じた勤労観・職業観の育成

若者の職業的自立に向けた支援

思春期の健康に関する教育・支援

出会いから結婚までの継続的かつ総合的
支援

安心して出産できる医療体制の確保、不
妊治療対策の推進

①  キャリア教育の推進

② 就労支援

③ 思春期保健対策の充実

④ 結婚支援

⑤ 安心・安全な妊娠・出産の確保と
不妊治療への支援

男女共同参画に関する広報・啓発の推進

地域における子育て支援機能の拡充

⑥ 働き方改革とワーク・ライフ・バ
ランスの推進

⑦ 男女共同参画の推進

⑧ 妊娠・出産期からの切れ目ない支
援の充実

⑨ 保育の受け皿拡充と保育人材の確
保

教育・保育の受け皿の拡充、保育人材の
確保、資質の向上

ライフステージ

若者の就学・
就職
(結婚まで)

結婚・
妊娠・出産

子育て

基本施策 主な取組 2021年度
予算

2020年度
予算

307事業 142,992,095千円 （306事業 141,790,258千円）

資料２
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ライフステージ 基本施策 主な取組 2021年度
予算

2020年度
予算

・病児保育施設整備費補助金
　保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難なと
きに利用する病児保育施設の整備に補助する。

・放課後児童クラブ運営費
　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校就学児童に対して授業の終了後等に適
切な遊びや生活の場を与える放課後児童クラブの運営費を補助する。

・保育所要支援児童対応推進事業費補助金
　保育所等において、保育士等が有する専門性を活かした保護者の状況に応じた相談支
援などの業務を行う「地域連携推進員」の配置を促進し、保育所等における要支援児童
等の対応や関係機関との連携の強化、運営の円滑化を図る。

・スクールソーシャルワーカー設置事業

　福祉に関する資格や専門的な知識・技能を有するスクールソーシャルワーカーを配置
し、問題を抱える高等学校、特別支援学校生徒の環境（家庭を含む。）に働きかけをし
て、関係機関と連絡をとりながら生徒の学校生活への適応や社会的な自立を支援する。

・スクールソーシャルワーカー設置事業費補助金

　児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて支援を行うスクールソーシャルワーカー
を設置する市町村に対して経費の一部を補助し、各市町村における導入促進を図る。

・小児救急医療支援事業
　二次医療圏単位で、二次救急医療施設として必要な診療機能、小児科専用病床及び小
児科医を確保した場合、その経費の一部を補助する。

・学習指導員配置事業費補助金
市町村が小中学校に学習指導員を配置する経費の一部を補助する。

・スクールカウンセラー設置事業
　不登校やいじめなどの未然防止、早期発見・早期対応を図るために、児童生徒の臨床
心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する「スクールカウンセラー」を派遣し、
学校におけるカウンセリング機能の充実を図る。

・ＳＮＳ相談事業
　報告・相談アプリを活用し、様々なストレスや不安を抱える高校生に対する相談体制
を整備する。

・子ども・若者育成支援ネットワーク形成促進事業

　教育、福祉、保健、医療等各分野が連携し、若年無業者、ひきこもり等困難を抱える
子ども・若者を総合的かつ継続的に支援する「子ども・若者支援地域協議会」等の支援
ネットワークの形成を促進する。
また、あいち子ども・若者育成計画2022に基づく施策推進のため、子ども・若者の社会
形成への参画を促し、未来をつくる子ども・若者の活躍を後押しする。

・地域とともにある学校づくり推進事業
　地域の担い手となる児童生徒が、地域とともに創意工夫のある取組を考え、実践して
いく教育活動を展開する。

・一時保護費
　児童の一時保護に要する経費

・児童虐待防止啓発事業

　専門的知識やノウハウを持つＮＰＯに児童虐待対応に関する関係者向けセミナー等を
委託実施する。
一般県民を対象に、児童虐待防止のシンボルである「オレンジリボン」の普及・啓発
キャンペーンを行う。

・里親委託推進事業費
　児童相談センターに里親等委託調整員を配置し、里親への委託を推進する。

・社会的養護自立支援事業

　里親等への委託や児童養護施設等への施設入所を受けていた者で18歳（措置延長の場
合、20歳）到達により措置解除された者のうち、自立のため支援を継続して行うことが
適当な場合について、原則22歳の年度末まで、個々の状況に応じて引き続き必要な支援
を実施することにより、将来の自立に結びつける。

30,710

68,456 -

1,775 2,172

3,018 11,746

【新規】
7,425

39,200 21,203

708,700 682,126
⑬ 学校教育の充実

【新規】
3,591

-

⑪ 子どもの貧困・ひとり親家庭への
支援

学校を窓口とした福祉関連機関との連携

生きる力を育む教育の推進

相談機能の強化

16,224 16,206

6,730 6,373

21,386 22,637

【新規】
353

-

211,228 178,733

3,283 3,283

37,267

-

3,641,343 3,312,688

児童相談センターの体制強化、市町村の
相談支援体制の整備に向けた支援

悩みを抱える子ども・若者への支援

多様なニーズに対応した保育サービスの
拡充、新・放課後子ども総合プランの取
組促進

母子保健サービス・小児医療体制の充実

⑩ 多様な保育サービス、児童の放課
後対策の拡充

⑫ 子どもの健康の確保

⑭ 青少年の育成

⑮ 児童虐待防止対策の推進

⑯ 社会的養育の体制整備
里親等への委託の推進、社会的養護自立
支援の推進

子育て

子育て

2 



ライフステージ 基本施策 主な取組 2021年度
予算

2020年度
予算

・発達障害者支援センター費

　発達障害児（者）に対する支援を総合的に行う地域の拠点としてあいち発達障害者支
援センターを設置し、発達障害児（者）及びその家族からの相談に応じ、指導・助言を
行うとともに、関係施設との連携強化等により、発達障害児(者)等に対する地域におけ
る総合的な支援体制の整備等を推進する。

・医療的ケア児等アドバイザー配置事業費
　医療的ケア児等が在宅生活において必要な支援を円滑に受けることができるよう、専
門のアドバイザーを配置し、関係機関間の調整や医療的ケア児等コーディネーター等へ
の助言及び医療的ケア児等の支援を行う者の人材育成等を行う。

・愛知県国際交流協会運営費補助金（外国人相談・多文化ソーシャルワーカー事
業）

外国人が日本社会の中で安心して生活していけるよう様々な相談に応じ、必要な場合は
多文化ソーシャルワーカーによる継続的な支援を行うなど、外国人の子どもや子育て家
庭が抱える問題の解決に向けた支援を行う。
対応言語は12言語（ポルトガル語・スペイン語・英語・中国語・フィリピノ語／タガロ
グ語・ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・韓国語・ミャンマー語・日
本語）

・外国人県民日本語教育推進事業費（プレスクールの普及）

　市町村へのプレスクールの普及を図るため、「プレスクール実施マニュアル」や、こ
のマニュアルを活用したモデル事業の成果などに関して、実施主体などへの説明会を行
う。
また、県が作成した外国人幼児向け日本語学習教材等の普及を図る。

４ 社会全体で子ども・子育てを応援する基盤づくり
・高齢者等居住安定推進事業
子育て世帯などの入居を受け入れる民間賃貸住宅（セーフティネット住宅、あんしん賃
貸住宅）の登録促進及び情報提供を図る。

・こども110番の家・防犯ボランティア活性化事業費
　「こども110番の家」等の子どもの安全を確保できる場所の拡充を通じ、子どもの安
全対策を図る。

・海南こどもの国長寿命化工事・工事監理委託費
　長寿命化工事実地設計を実施した海南こどもの国について、実地設計に基づく施設改
修を実施する。

・家庭訪問型子育て家庭寄り添い支援モデル事業費

子育てに不安を抱える家庭に研修を受けた地域の子育て経験者等がボランティアとして
訪問し、傾聴や協働を行うことで子育ての孤立感や不安の軽減を図る寄り添い支援のモ
デル事業を実施する。

・子ども食堂推進事業費補助金

　子ども食堂の設置拡大のため、開設に係る費用の一部や学習支援に必要となる学習用
参考書・児童図書等の購入費の一部について補助を行う。
　また、新たに開設する子ども食堂の安心安全な運営に要する経費として、衛生用品等
の購入に要する経費の補助を行う。

・子育て応援の日（はぐみんデー）普及啓発事業
　毎月19日の「はぐみんデー」の普及啓発を行うために、キャンペーンを活動を行う

・子育て家庭支援事業費
　子育て家庭等に「はぐみんカード」を配布し、協賛店舗、施設がカード提示者に対
し、割引、ポイント割増の優待等、様々な優遇を行うことにより、地域が一体となって
子育て家庭を応援する気運の醸成を図る。

・児童手当負担金

　中学校修了までの児童を対象に支給される児童手当の県負担分

3,951 3,951

91 162

47,775 36,927

【新規】
961

-

2,192 2,301

883 883

242 346

18,067,457 18,348,817

445 971

5,916 4,545

10,000 6,000

【新規】
145,094

-

子育てに係る経済的支援の推進

日本語学習の支援の促進、多文化共生に
向けた支援の充実

子育て世帯に適した住宅確保の支援

㉒ 県民・企業が一体となって応援す
る機運の醸成

地域社会全体で子育て家庭を応援する取
組の強化

ボランティア等が活躍する場の提供㉑ 地域の多様な主体との協働推進

医療的ケア児に対する支援体制の構築、
児童発達支援センターを中心とした地域
の支援体制の充実

⑳ 安心できるまちづくりの推進
子どもの安全を守る取組の充実、安全な
遊び場の確保

㉓ 経済的支援の充実

⑱ 外国人の子どもへの支援

⑲ 子育てしやすい居住環境の整備

⑰ 障害のある子どもへの支援

子育て

基盤整備
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