
番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課

■希望のかなう結婚、妊娠及び出産を支援する施策

1
とっとり婚活応援プロジェク
ト事業

27,145

未婚化・晩婚化が少子化の一因と言われる中、結婚を望む方が早
期に自らの望む形で成婚へとつなげられるよう、出会いから交際ま
でを総合的に支援するもの。
・とっとり出会いサポート事業（えんトリーの運営）
・結婚に向けた出会いの機会等創出事業
・婚活イベント情報メール配信事業
・婚活イベント開催助成事業

福祉保健部 子育て応援課

2

地域少子化対策重点推進
交付金事業（とっとり出会
いサポートセンター機能充
実事業）

7,631

登録者向け研修、事業所間での出会いの機会の創出等、えんトリー
（とっとり出会いサポートセンター）の機能を強化する。

福祉保健部 子育て応援課

3

地域少子化対策重点推進
交付金事業（結婚や出産の
基礎知識から学ぶライフプ
ランセミナー事業）

3,930

高校生、大学生、新社会人等の若年層がより早い段階で自身のライ
フプラン等を考えることの必要性や動機付けを行うために、ライフプ
ラン・キャリア形成スタートアップ（結婚や出産の基礎知識・重要性、
身だしなみ、コミュニケーションスキル等）セミナーを実施する。

福祉保健部 子育て応援課

4
（新規）
山陰両県連携婚活応援プ
ロジェクト事業

23,569

結婚支援の取組のうち、生活圏の重複する山陰両県合同で実施す
ることにより一層の効果が発揮される施策について両県合同で実施
する。
・結婚から子育てまで地域で応援機運醸成キャンペーン
・婚活イベント情報配信システムの統合
・企業婚活応援普及員による企業の婚活応援の取組促進

福祉保健部 子育て応援課

5 子育て応援市町村交付金 18,000

創意工夫を行い、地域の実情に応じた子育て応援事業・活動・環境
づくり等に主体的に取り組む市町村に対して交付金を交付し、市町
村の取組を支援、促進する。
※『子ども・子育て支援新制度の対象とならない事業又は補助要件
を満たさない事業』及び『子育て　王国とっとり条例の推進のために
必要な事業』について取組を行う市町村に対し、交付金を交付する。

福祉保健部 子育て応援課

6
健やかな妊娠・出産等応援
事業

7,734

地域で切れ目のない妊娠・出産支援の強化を進め、安心・安全な妊
娠・出産等の支援の充実を図る。

福祉保健部 子育て応援課

7 母子保健指導振興費 1,664

妊娠、出産及び育児に関する相談に対して、必要な指導及び助言を
行い、市町村、関係団体の活動を支援すること等により、母子保健
活動を推進する。
・母子保健諸費
・母子保健推進体制整備事業

福祉保健部 子育て応援課

8
育児・介護休業者生活資金
支援事業

170

育児・介護休業者に生活資金を低利で貸し付けることにより、収入
の減少を補い、仕事との両立を支援する。

商工労働部 労働政策課

9 労務管理改善助言事業 4,222

・労務管理アドバイザー（社会保険労務士）を事業所に派遣し、適切
な労務管理や職場環境の改善に向けた助言、各種助成制度の紹介
等を行う。
・事業所等（労働組合を含む）が実施する職場環境の改善に向けた
社内研修等に講師を派遣する。

商工労働部 労働政策課

10
働きやすい職場づくり支援
セミナー開催事業

103

企業を対象に、県内事業所における実際の職場環境改善の取組事
例、実践ポイントや取り組むことによるメリット等を紹介するセミナー
を開催する。

商工労働部 労働政策課

11
（新規）
働き方改革支援事業

5,621

県社会保険労務士会に専用窓口を開設し、働き方改革の取組に関
する企業からの相談に無料で対応。相談のあった企業へ社会保険
労務士を派遣し、就業規則の見直しなどを提案、作成する。 商工労働部 労働政策課

12 安全安心な地域の実現 －

安心して喜びに満ちた結婚等ができる環境を整備するため、女性警
察官の採用・登用を拡大し、女性の視点を生かしたきめ細 やかな治
安対策を推進する。 警察本部

警察本部警務
課

13
男女共同参画推進企業認
定事業

11,245

企業におけるワーク・ライフ・バランス等の推進を図るため、男女がと
もに働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる企業を認
定し、県内企業における男女共同参画の機運づくりを図る。

元気づくり
総本部

女性活躍推進
課

14
女性活躍トップランナー事
業

10,270

輝く女性活躍加速化とっとり会議を推進母体として、輝く女性活躍パ
ワーアップ企業を増やし、女性活躍の取組を推進する。 元気づくり

総本部
女性活躍推進
課

15
地域における女性活躍推
進事業

9,411

「輝く女性活躍加速化とっとり会議」を推進母体として、働く女性の女
性の活躍に資する取組を行う。
・全国女性活躍サミットinとっとり
・女性活躍を推進する企業トップのメッセージの発信
・女性活躍に取り組む企業のメリットの見える化
・女性活躍先進モデル企業事業との連携
・女性活躍の取組ためのアドバイザー（社労士）派遣

元気づくり
総本部

女性活躍推進
課

子育て王国推進指針〔Ｈ２９〕別添「事業一覧」
区分

１　結婚を望む者が、自ら
が望む形で地域を舞台に
結婚することができるよ
う、出会いから結婚に至
るまでを支援すること。

２　職場や地域において
安心して喜びに満ちた結
婚、妊娠及び出産ができ
る環境の整備を図るこ
と。
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

16
（新規）
託児機能付きサテライトオ
フィス推進事業

10,589

子育て期の女性などが働きやすい就労環境整備に向けて、県内企
業における在宅勤務・テレワーク制度といった多様で柔軟な働き方
の導入を促進するため、子育て期の女性従業員などが、子どもを預
けて勤務することができる「託児機能付きサテライトオフィス」を設置
し、試行的に運用するとともにテレワーク導入セミナーを実施する。

元気づくり
総本部

女性活躍推進
課

17 イクボス推進事業 2,620

働きやすい職場環境づくりを推進するため、「イクボス」を県内企業
で増やしていく。 元気づくり

総本部
女性活躍推進
課

３　妊娠、出産、不妊等に
関する情報提供及び相
談体制の充実、不妊治療
への助成等により、妊娠
及び出産に対して支援す
ること。

18 不妊治療費等支援事業 186,243

不妊に悩む夫婦等への経済負担の軽減及び精神的なサポートを行
うため、不妊治療（体外受精・顕微授精・人工授精）に対する助成を
行う。また、特定不妊治療の一環として、精子を精巣等から採取する
ための手術（TESE、MESA等）を行った場合について、上乗せ助成を
行う。
なお、国の助成回数を超えた部分、及び国の助成制度改定により助
成対象外となる部分について単県で助成を行う。

福祉保健部 子育て応援課

19
希望をかなえる妊娠・出産
支援事業

3,943

「子どもを持ちたい」と考えている若い世代の希望がかなうよう、妊
娠・出産に関する正しい知識の啓発、不妊症の診断を行うために必
要な検査費用（保険適用外）の一部を助成する。
また、不妊症、不育症、及び不妊治療に関する専門相談業務を担う
不妊専門相談センターの運営を県立中央病院及び医療法人社団ミ
オ・ファティリティ・クリニックに委託する。

福祉保健部 子育て応援課

20
健康づくり応援施設（団）支
援事業（健康づくり推進事
業の細事業）

180

禁煙・分煙化する施設を健康づくり応援施設として認定し、県民の健
康づくりを推進する。

福祉保健部 健康政策課

21 周産期医療対策事業 5,528

・安全、安心な出産に資するために患者情報の共有等を行う周産期
医療情報システムを運営する。
・周産期医療協議会を開催し、周産期医療体制の整備・充実等につ
いて協議する。
・総合周産期母子医療センター（鳥取大学医学部附属病院）に搬送
コーディネーターを設置し、県内医療機関の重症患者及びハイリス
ク患者の把握を行う。

福祉保健部 医療政策課

22
助産師等待機手当支援事
業

3,000

分娩の際の救急呼出に備えて、助産師・看護師が自宅等において
待機した場合に、待機１回につき手当を支給する医療機関に対し、
その一部を助成する。 福祉保健部 医療政策課

23 小児救急電話相談事業 10,580

夜間の小児の急な病気、ケガ等について、すぐ受診すべきか様子を
みるべきか等、判断に迷う保護者等からの相談に対し、小児科医
師、看護師が症状を電話で聴取（＃８０００）し、その対処方法等の助
言等を行う事業を実施する。また、この事業の普及啓発（啓発用ポ
スター及びマグネットの作成・配布）等を行う。

福祉保健部 医療政策課

24 特別医療費助成事業費 1,665,836

重度心身障がい者、精神障がい者、小児その他特に医療費の助成
を必要とする者の医療費（本人負担分）のうち、市町村が助成した金
額の2分の1を県が補助する。（小児のみの予算額は902,926千円） 福祉保健部 障がい福祉課

25
小児慢性特定疾病対策 費
事業

121,824

慢性疾病により長期にわたり治療を必要とする児童等の健全な育
成を図るため、県及び市町村が慢性疾病児童等に対して、医療の
給付及び日常生活用具の給付を行う。 福祉保健部 子育て応援課

26 未熟児等養育医療費 6,443

未熟児は生後速やかに適切な処置を講ずることが必要であるため、
医療を必要とする未熟児に対して 市町村が行う未熟児養育医療に
係る経費の一部を負担する。
・未熟児養育医療
・妊娠中毒症等療養援護費

福祉保健部 子育て応援課

健やかな妊娠・出産等応援
事業（再掲）

（7,734）

地域で切れ目のない妊娠・出産支援の強化を進め、安心・安全な妊
娠・出産等の支援の充実を図る。

福祉保健部 子育て応援課

27
児童生徒健康問題対策事
業

1,835

心や性の健康問題について、県外派遣等を通して教職員の指導力
向上に努めるとともに、医師や助産師の専門家を学校に派遣し、指
導体制の充実を図る。 教育委員会 体育保健課

■安心に満ちた子育てと豊かな子どもの学びを支援する施策

28 施設型給付費県負担金 1,769,770

子ども・子育て支援法における認定こども園、幼稚園、保育所に対す
る財政支援の仕組みである「施設型給付」に係る県負担分。

福祉保健部 子育て応援課

29
地域型保育給付費県負担
金

224,567

市町村が、事業者に対して行う「地域型保育給付」に要する費用に
対して、県がその一部を負担する。

福祉保健部 子育て応援課

30
子育て拠点施設等整備事
業

173,646

保育及び子育て環境の充実を図るため、鳥取県安心こども基金を財
源として、保育所等の整備を行う事業者、市町村に対して補助を行
う。
・保育所緊急整備事業
・子育て支援のための拠点施設整備事業
・鳥取県安心こども基金利息積立金

福祉保健部 子育て応援課

５　子どもに対して、命の
大切さ並びに性、妊娠及
び出産に関する正しい知
識を教える等、親になる
ために必要な教育を推進
すること。

１　保護者の多様な希望
に対応した保育所及び認
定こども園における保
育、幼稚園における預か
り保育、事業所内保育、
家庭的保育事業等を充
実し、待機児童を出さな
いように、提供する保育
の量を確保すること。

４　妊産婦及び乳幼児の
保健及び医療に係る体
制の充実、子どもの病気
の予防、早期発見及び治
療の支援、小児医療費等
の助成等により、安全か
つ安心な妊娠、出産及び
子育てができる保健及び
医療の整備を図ること。
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

31
（新規）
地域子育て支援拠点の環
境改善事業

7,665

地域子育て支援拠点において子育て中の親子の利便性向上を図る
ことを目的として、地域子育て支援拠点事業を継続的に実施するた
めに必要な改修、備品の整備に係る費用について、市町村に対し助
成を行う。

福祉保健部 子育て応援課

32 子ども・子育て支援交付金 530,947

市町村が、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施する
「地域子ども・子育て支援事業」に必要な費用に充てるため、交付金
を交付する。
【事業内容】
・延長保育事業
・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）（国庫補助事業分）
・病児保育事業
・一時預かり事業
・利用者支援事業　など

福祉保健部 子育て応援課

33

私立幼稚園運営費補助金
（子育て支援活動・預かり
保育推進事業補助金）

60,219

私立幼稚園が行う預かり保育(通常の教育時間終了後や休業日等
に行う保育)や子育て支援活動(地域の子どもたちへの施設開放、2
歳児受入等)に要する経費に対して助成を行う。（子育て支援活動に
ついては子ども・子育て支援新制度へ移行した学校法人が設置する
施設を含む）
・子育て支援活動・預かり保育推進事業補助金

福祉保健部 子育て応援課

34
子育て支援員研修実施事
業

12,893

地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や子
育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し、多様
な保育や子育て支援分野に関しての必要な知識や技能等を修得す
るための全国共通の研修制度を創設し、これらの支援の担い手とな
る「子育て支援員」の養成を図る。

福祉保健部 子育て応援課

子育て拠点施設等整備事
業（再掲）

（173,646）

保育及び子育て環境の充実を図るため、鳥取県安心こども基金を財
源として、保育所等の整備を行う事業者、市町村に対して補助を行
う。
・保育所緊急整備事業

福祉保健部 子育て応援課

（新規）
地域子育て支援拠点の環
境改善事業（再掲）

(7,665)

地域子育て支援拠点において子育て中の親子の利便性向上を図る
ことを目的として、地域子育て支援拠点事業を継続的に実施するた
めに必要な改修、備品の整備に係る費用について、市町村に対し助
成を行う。

福祉保健部 子育て応援課

子育て応援市町村交付金
（再掲）

（18,000）

創意工夫を行い、地域の実情に応じた子育て応援事業・活動・環境
づくり等に主体的に取り組む市町村に対して交付金を交付し、市町
村の取組を支援、促進する。
※『子ども・子育て支援新制度の対象とならない事業又は補助要件
を満たさない事業』及び『子育て　王国とっとり条例の推進のために
必要な事業』について取組を行う市町村に対し、交付金を交付する。

福祉保健部 子育て応援課

35
放課後児童クラブ設置促進
事業

99,098

仕事と子育ての両立を支援するため、昼間保護者のいない家庭の
児童を預かる放課後児童クラブの運営費、放課後児童クラブを実施
するために必要な設備の整備等に係る費用について、市町村に対
して助成を行う。また、指導員を対象とした研修会を開催する。

福祉保健部 子育て応援課

子ども・子育て支援交付金
（再掲）

(530,947)

市町村が、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施する
「地域子ども・子育て支援事業」に必要な費用に充てるため、交付金
を交付する。
【事業内容】
・延長保育事業
・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）（国庫補助事業分）
・病児保育事業
・一時預かり事業
・利用者支援事業　など

福祉保健部 子育て応援課

36
病児・病後児保育普及促進
事業

4,952

以下の取組により県内の病児・病後児保育の体制拡充・強化を図
る。
・施設の小規模修繕や設備整備等に係る経費を助成
・広域利用の中心となる市町村に対して調整等にかかる経費を助成
・新規開設に要する改修費について、国制度の補助基準額を上回る
部分について助成
・職員配置が国庫補助要件に満たない病児・病後児保育施設へ助
成
・全国規模で開催される研修会等への参加経費を助成
・県主催の研修会を開催。また、新任職員の実施研修の受入を行う
施設へ助成

福祉保健部 子育て応援課

37
特別支援学校早朝子ども
教室モデル事業

2,885

学校受入時刻（９時前）までの早朝時間帯の子ども達の居場所を地
域住民や保護者OB等からなる学校支援ボランティアにより整備し、
保護者の負担軽減や児童生徒の活動支援を行う。 教育委員会

特別支援教育
課

38 放課後子供教室推進事業 25,162

子どもの安全・安心な居場所づくりを推進するため、放課後や週末
に小学校の余裕教室、公民館等を活用し、地域の方々の参画を得
て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を
実施する。

教育委員会 小中学校課

39 学校支援ボランティア事業 34,330

地域住民等の参画により、学校の教育活動を支援する仕組をつく
り、様々な学校支援活動を実施することに対して助成する。

教育委員会 小中学校課

40
とっとりふれあい家庭教育
応援事業

11,033

身近な地域における家庭教育の支援の一層の充実を図るため、地
域人材の育成及びネットワークの構築に向けて取組むとともに、市
町村が実施する親への学習機会の提供、「家庭教育支援チーム」に
よる訪問型家庭教育支援の取組を促進する。

教育委員会 小中学校課

２　地域子育て支援拠
点、放課後児童クラブ、
放課後等デイサービス、
放課後子ども教室、学校
支援ボランティア、家庭教
育支援チームその他の
地域での子育てを支援す
ること。
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

41 「地域未来塾」推進事業 3,344

経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であった
り、学習が遅れがちな中学生等の学習環境を整備・保障することで
貧困の連鎖を断ち切り、すべての子どもたちが夢と希望を持って成
長していける仕組みを確立するため、大学生や教員ＯＢなど地域人
材の協力による「地域未来塾」を開設する市町村に助成する。

教育委員会 小中学校課

42
（新規）
コミュニティ・スクール導入
促進事業

13,042

地域とともにある学校づくりをめざして、学校・家庭・地域が一体と
なったよりよい教育の実現に向けて、コミュニティ・スクールの導入促
進や取組充実等を行う市町村を支援する。 教育委員会 小中学校課

子育て支援員研修実施事
業（再掲）

(12,893)

地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や子
育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し、多様
な保育や子育て支援分野に関しての必要な知識や技能等を修得す
るための全国共通の研修制度を創設し、これらの支援の担い手とな
る「子育て支援員」の養成を図る。

福祉保健部 子育て応援課

43
保育・幼児教育の質の向上
強化事業

11,671

保育専門員による保育所等訪問、保育士等を対象にした保育所保
育指針実践研修等、各種研修の実施等により、保育・幼児教育の質
の向上を図る。また、子育て中の保護者を対象とした、親育ちや仲
間づくりの講座や子育て支援関係者を対象とした研修会を開催し、
保護者の孤立化や子育ての不安感を解消するための取組を行う。

福祉保健部 子育て応援課

44
低年齢児受入施設保育士
等特別配置事業

143,961

各保育所等に配置される保育士等の増員を図ることによって児童の
健全な育成を促すとともに、保育士等の就労環境の改善を図るため
に正規雇用を促進することを目的とし、１歳児の担当保育士等の加
配を行うための経費を助成する。

福祉保健部 子育て応援課

45
保育サービス多様化促進
事業（障がい児保育、乳児
保育事業）

142,121

保護者の勤務形態の多様化、核家族化の進行、特別な支援を必要
とする児童の増加などに伴う様々な保育需要に柔軟に対応すること
により、安心して子どもを生み育てやすい環境を整備するとともに、
児童の福祉の向上を図ることを目的として、保育士等の加配事業を
行う市町村に対して補助を行う。
【障がい児保育】
各市町村が特別な支援が必要と認めた子どもに対して、保育士等を
配置する場合に助成する。
（新規）【医療的ケア児に対する支援】
医療的ケア児を保育所で受け入れるために、市町村において看護
師配置等の取組を実施する経費について助成する。
【乳児保育】
年度中途の乳児の入所に対応するため、年度当初から３ヶ月分の
保育士等を配置する経費に対して助成する。

福祉保健部 子育て応援課

46 保育士確保対策支援事業 10,610

潜在保育士等への就業支援（研修、就職説明会、相談支援、就職準
備金の貸付等）等を実施する「保育士・保育所支援センター」を設
置・運営するとともに、指定保育士養成施設が行う保育所等への就
職を促す取組を支援し、市町村及び各施設における保育士確保を
推進する。

福祉保健部 子育て応援課

47 産休等代替職員費補助金 27,208

児童福祉施設等の職員（保育士、栄養士等）が出産又は傷病のた
め、長期間休暇を必要とする場合、産休等代替職員を臨時的に雇
用するための経費について助成を行う。 福祉保健部 子育て応援課

48
保育教諭確保等のための
資格等取得支援事業

4,552

子ども・子育て支援新制度において、幼保連携型認定こども園で勤
務する職員は、保育士資格と幼稚園教諭免許状を併有する保育教
諭である必要があることから、保育教諭を確保するため、それぞれ
の資格・免許を取得するための受講料等の一部を助成し、資格等の
取得を支援する。また、保育士不足を解消するため、幼稚園免許状
所有者及び保育所等に勤務する保育士資格を有していない者の保
育士資格取得を支援する。

福祉保健部 子育て応援課

49
鳥取短期大学（幼児教育保
育学科）教育充実支援事業

3,177

鳥取短期大学では、平成26年度から定員を増やし、保育専門学院
廃止後の県内の保育士養成課程の維持を図っており、保育実習に
力を入れてきた保育専門学院の伝統を鳥取短期大学において引き
継ぎ、実習を充実させるため同短大で雇用している１名の専任教員
の経費について支援を行う。

福祉保健部 子育て応援課

50 幼児教育充実活性化事業 1,937

義務教育以降の学びの基礎となる質の高い幼児教育の全県展開の
ために、「鳥取県幼児教育振興プログラム」（H24）、「幼保小連携カリ
キュラム」（H25）、「鳥取県『遊びきる子ども』を育む取組事例集」
(H27)を引き続き周知・活用し、幼稚園・保育所・認定こども園の教職
員の指導力向上と小学校教育との連携推進を図る。

教育委員会 小中学校課

51
幼保小連携推進モデル事
業

3,044

円滑な接続をめざした幼稚園・保育所・小学校の連携に向けて、効
果的な取組（接続期のカリキュラムの作成等）を行う市町村をモデル
的に支援し、全県への波及効果を狙う。 教育委員会 小中学校課

52
（新規）
幼児教育の推進体制構築
事業

9,064

幼児教育の更なる質の向上のため、県と市町村が一体となって幼児
教育の推進体制を構築するための取組を行い、幼稚園・保育所・認
定こども園の教職員に対する研修の充実や市町村担当者の指導力
の向上のため、好事例を収集・分析した上でその成果を県内に発信
する。

教育委員会 小中学校課

53
教科でつながる小中連携
授業力向上支援事業

5,374

これまでの施策により定着した小中学校連携の取組を基盤としつ
つ、全国学力・学習状況調査結果等を踏まえた中学校区の学力課
題の解決に向け、教科でつながり、教科研究を通して小中学校の指
導の技術を共有し、小中学校相互の教員の授業力向上を図るため
の研究を支援する。

教育委員会 小中学校課

３　保育士、幼稚園教諭
等を支援する体制の構
築、これらの者の専門性
を高める研修の実施等に
より、保育及び幼児教育
の質を確保すること。

４　保育所、認定こども
園、幼稚園、小学校、中
学校、高等学校、特別支
援学校及び児童発達支
援又は医療型児童発達
支援を提供している施設
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

54
特色ある小中９年教育支援
事業

970

中学校区内の教職員と地域住民等が目指す１５歳の子ども像を共
有し、小中９年間を見据えた一貫した教育を推進しようとする市町村
を支援する。

教育委員会 小中学校課

55
小学校理科教育パワー
アップ事業

3,280

理科教育に優れた指導力を有する教員を配置した拠点校を中核と
し、公開授業や研修会の実施、さらには教育研究団体との連携をと
おして、全県的に小学校理科における教師の授業力向上を図る。 教育委員会 小中学校課

56
（新規）
学力向上を支える基盤づく
り支援事業

4,019

各学校における学力向上を支える基盤づくりの再構築のために、冊
子を作成・配布し共通実践化を図るとともに、とりっこドリル基礎編の
活用促進を図る。 教育委員会 小中学校課

57
（新規）
プログラミング教育実施支
援事業

1,056

プログラミング教育の目的や意義に関する説明会や教員自らがプロ
グラミングを体験する機会を設けることにより、次期学習指導要領に
おいて充実を図ることとされているプログラミング教育の効果的な実
施に資する。

教育委員会 小中学校課

幼児教育充実活性化事業
（再掲）

（1,937）

義務教育以降の学びの基礎となる質の高い幼児教育の全県展開の
ために、「鳥取県幼児教育振興プログラム」（H24）、「幼保小連携カリ
キュラム」（H25）、「鳥取県『遊びきる子ども』を育む取組事例集」
(H27)を引き続き周知・活用し、幼稚園・保育所・認定こども園の教職
員の指導力向上と小学校教育との連携推進を図る。

教育委員会 小中学校課

幼保小連携推進モデル事
業（再掲）

（3,044）

円滑な接続をめざした幼稚園・保育所・小学校の連携に向けて、効
果的な取組（接続期のカリキュラムの作成等）を行う市町村をモデル
的に支援し、全県への波及効果を狙う。 教育委員会 小中学校課

（新規）
幼児教育の推進体制構築
事業（再掲）

(9064)

幼児教育の更なる質の向上のため、県と市町村が一体となって幼児
教育の推進体制を構築するための取組を行い、幼稚園・保育所・認
定こども園の教職員に対する研修の充実や市町村担当者の指導力
の向上のため、好事例を収集・分析した上でその成果を県内に発信
する。

教育委員会 小中学校課

「地域未来塾」推進事業(再
掲)

（3,344）

経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であった
り、学習が遅れがちな中学生等の学習環境を整備・保障することで
貧困の連鎖を断ち切り、すべての子どもたちが夢と希望を持って成
長していける仕組みを確立するため、大学生や教員ＯＢなど地域人
材の協力による「地域未来塾」を開設する市町村に助成する。

教育委員会 小中学校課

学校支援ボランティア事業
（再掲）

（34,330）

地域住民等の参画により、学校の教育活動を支援する仕組をつく
り、様々な学校支援活動を実施することに対して助成する。

教育委員会 小中学校課

58 土曜授業等実施支援事業 14,698

全ての子どもたちの土曜日における教育活動の充実を図るため、学
校・家庭・地域が連携・協力して行う学校における授業、地域におけ
る多様な学習や体験活動の機会の充実などの取組を推進する。 教育委員会 小中学校課

59 特別支援教育充実費 14,588

・適切な就学先・進路先の決定に向けた理解啓発と推進を図る。
・県内の特別支援学校及び小・中・高等学校における特別支援教育
の理解啓発及び充実、教職員の専門性の向上を進める。
・特別支援学校が県内の特別支援教育の拠点として専門性を発揮
するため、小中学校等の児童生徒、教職員への支援や特別支援教
育等に関する相談、情報提供等を行う。

教育委員会
特別支援教育
課

60
発達障がい児童生徒等充
実事業

14,086

発達障がいのある児童生徒等に小・中・高等学校等において、一貫
した支援を行うために、早期からの指導・支援の充実を図るととも
に、より一層の体制整備の充実を図る支援を行う。 教育委員会

特別支援教育
課

61
中学校のための高等学校
理解促進事業

2,310

中学生や保護者及び中学校の教員等の高等学校に対する理解促
進を図るため、参観週間等の実施や進路指導資料の作成・配布等
を行う。

教育委員会 高等学校課

62
アクティブ・ラーニング推進
事業～２１世紀型能力を育
む次世代授業の創造～

5,390

２１世紀型能力を育む授業改革を推進するため、校種を超えた連携
教育を進めるとともに、最新の知見を取り入れた学習科学に基づく
授業を設計・実践・公開し、授業改革の全県的な普及を図るなど、文
部科学省が進めている高大接続システム改革を見据えた対応を行
う。
・２１世紀型学力検討委員会の設置
・２１世紀型能力を育むための講師派遣
・学習科学セミナー（年間３回）
・学びの文化祭（東・西部地区×各１回）

教育委員会
教育センター

高等学校課

63 未来を拓く学力向上事業 8,158

学校の枠を超えた連携を深め、教員同士が協働して教科指導力の
向上に取り組むことにより、各教科等における授業改善を一層進め
る。
また、生徒同士が切磋琢磨しながら、進路実現に向けて学習意欲を
高め、学力の向上を図る。
・学校連携チャレンジ・サポート（難関大学対策講座等）
・エキスパート教員養成（先進校や全国規模の研究大会等への派
遣）
・理数課題研究等発表会、科学の甲子園鳥取県大会等

教育委員会 高等学校課

64
県立高校土曜授業等実施
事業

5,000

土曜日において、生徒にこれまで以上に豊かな教育環境を提供し、
その成長を支えるため、土曜授業の実施に取り組むとともに、土曜
日の特性を活かして、学校と地域が連携した多様な学習や体験活
動等の機会の充実に取り組む。
・ 実施重点校　１校（月２回程度の土曜授業を実施）実施
・モデル校１２校１９事業程度（地域や企業等と連携し、土曜日の利
点を活かした教育活動をモデル的に実施）

教育委員会 高等学校課

（以下「保育所等」とい
う。）において、発達段階
に応じた基本的な知識及
び技能を習得させ、それ
らを活用できる思考力、
判断力、表現力等を育成
する取組を充実させるこ
と。
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

65 私立学校教育振興補助金 1,870,639

私立学校（高等学校、中学校、専修学校）の生徒・保護者の負担軽
減及び、学校の教育環境の維持向上に必要な経費に対して助成を
行い、県内生徒へ多様な教育の機会を確保する。
・一般分：人件費、教育管理費、設備費
・特別分：経営改善支援、舎監の配置に要する経費、専門ソフト整備
に要する経費、土曜日授業実施に係る経費、ＩＣＴ活用教育に係る経
費、心豊かな学校づくりに係る経費　等

地域振興部
教育・学術振興
課

66
特別支援学校ＩＣＴサポート
事業

5,321

特別支援学校における教育にタブレット端末等のＩＣＴ機器を取り入
れることで、児童生徒等の学びの質を高め、学力向上や学びに対す
る意欲を引き出すための支援体制の充実を図る。 教育委員会

特別支援教育
課

67
特別支援教育における専
門性向上事業

13,373

鳥取県の特別支援学校教職員の専門性と授業力を向上させるため
に、長期派遣研修や授業実践等に取り組める環境を設定し、幼児児
童生徒一人一人の障がい特性と発達に応じた指導ができるようにす
る。
特別支援学校等に在籍する児童生徒等の障がいの種類や程度に
応じた教育ができるよう医療的ケアに従事する看護師配置等の体制
を整備する。

教育委員会
特別支援教育
課

68
学校における食育推進事
業

616

児童生徒への食に関する指導を充実させることにより、学校におけ
る食育を推進し、子どもたちの心身の健全な発達と食をとおして生き
る力を育む。

教育委員会 体育保健課

69
子どもの体力向上推進プロ
ジェクト事業

4,479

子どもの体力・運動能力が低下、二極化の傾向にある鳥取県の課
題を解決し、運動の習慣化及び体力の向上を図るため、学校や地
域における支援を行うとともに、その成果を県内に普及し、学校、地
域での体力向上の取り組みを推進する。

教育委員会 体育保健課

70
情報発信「鳥取県の文化
財」

12,251

文化財の展示会や見学会、職員による出前講座などの講演会など
による情報発信を行う。

教育委員会 文化財課

71
「ふるさとを元気に」とっとり
の文化遺産活用推進事業

4,166

・妻木晩田遺跡や三徳山など県内の優れた文化財を地域振興や観
光資源としても活用するため、その魅力の再発掘を行い、効果的な
活用方法を講じた地域での取組を支援する。
・国・県指定無形文化財保持者を講師とした体験学習「ふるさと未来
創造塾」を開催する。
・学校教育の中でふるさとの文化財を活用した「本物に触れる～ふ
るさとの文化財を学ぶ知楽塾～」を実施する。
・現代と弥生時代を結ぶ「弥生の考現学」を開催する。

教育委員会 文化財課

72
食育地域ネットワーク強化
事業

1,484

食育関係者が各圏域で取組や課題を話し合う場を設けることで、食
育活動の地域への定着と食育実践者同士のネットワーク強化を図
る。

福祉保健部 健康政策課

73
世界に羽ばたく鳥取ジュニ
アアスリート発掘事業

6,911

東京オリンピック・パラリンピック気運の高まりにより、スポーツ選手
への夢やオリンピック・パラリンピックへの憧れをもつ子どもたちがス
ポーツで世界の舞台に飛び立ち活躍できるよう、広くスポーツ体験で
きる機会の提供や運動能力の優れた子どもを選抜し、アスリートに
なる上で必要なスポーツ教育を提供する。

地域振興部 スポーツ課

74
東京オリ・パラターゲット競
技事業

41,206

東京オリンピックで日本代表選手となり得る可能性が極めて高く国
内外の競技会等で既に好成績を収めている若手選手、それを指導
する指導者に対して強化支援を行う。 地域振興部 スポーツ課

75
人権尊重の社会づくり相談
ネットワーク事業

11,294

・県内３箇所に設置した人権相談窓口に寄せられた相談に対し、相
談者に対する総合的な支援を通じて解決を促進する。
・「こどもいじめ人権相談窓口」において、県内学校におけるいじめが
原因と考えられる児童・生徒及び保護者からの相談に対応し、問題
の解決に向けた支援を行う。

総務部
人権・同和対策
課

76
鳥取県いじめ問題検証委
員会運営事業

4,435

県内の学校におけるいじめが原因と考えられる児童・生徒の重大な
事故に関し、学校・教育委員会以外の第三者的な視点から事実関
係の調査・検証を行うため、「鳥取県いじめ問題検証委員会」を設置
する。

総務部
人権・同和対策
課

77

ユニバーサルデザイン出前
授業（事業名：とっとりユニ
バーサルデザイン推進事
業）

533

児童・生徒を対象として学校で,UD推進専門員及び外部の方を講師
としたUD（ユニバーサルデザイン）出前授業を実施する。

総務部
人権・同和対策
課

78
明日へつなぐ心のキャン
ペーン事業2017～子どもた
ちが取り組むいじめ対策～

1,372

いじめの未然防止のための児童生徒の主体的な取組を継続的に促
し、児童生徒参加型の取組となるよう支援する。
・いじめ防止・仲間づくりシンポジウム（仮称）の開催
・いじめをなくすための校内活動への支援

教育委員会
いじめ・不登校
総合対策セン
ター

79
(新規）
安心・安全な学級づくりプロ
ジェクト事業

635

「子どもみんなプロジェクト（文部科学省の委託事業）」において９大
学が調査研究を進めている脳科学・精神医学・心理学等を基礎とし
たプログラム（学習準備と情動制御について学ぶプログラム、不安
への対処方法等を学ぶプログラム等）を、モデル地域で２年間実践
した後、不登校やいじめなど学校不適応に対する未然防止の効果
的な取組方法を全県に広める。

教育委員会
いじめ・不登校
総合対策セン
ター

80
幼児教育の質の向上のた
めの緊急環境整備事業

26,756

質の高い環境で子どもを安心して育てることのできる環境を整備す
るため、安心こども基金を財源として、私立幼稚園・幼保連携型認定
こども園を設置する学校法人又は社会福祉法人が実施する環境整
備事業に対し助成する。
・幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業補助金

福祉保健部 子育て応援課

７　保育所等における安
全の確保並びに施設及
び設備の整備、保護者に
対する学習の機会及び
情報の提供等により、保
育及び教育に関する環境
の改善を図ること。

６　保育所等において自
他の命を大切にする心を
育成する取組を充実させ
ること。

５　子どもの体力向上及
び健やかな体づくりのた
めの取組並びに地域の
文化財、歴史、伝統文化
等に親しみ、理解を深め
る取組を推進すること。
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

81
私立幼稚園施設整備費補
助金

11,879

私立幼稚園の施設整備事業（大規模修繕、耐震改修、改築等）に対
する助成を行う。なお、東日本大震災のような大規模災害を踏まえ、
全国的にも耐震化率が低い水準にある本県私立幼稚園の耐震化を
緊急的に推進するため期間を限定した補助率のかさ上げを行う。
・私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金
・私立高等学校等改築事業補助金
・私立学校振興資金利子補助金

福祉保健部 子育て応援課

82 教育施設営繕費 352,753

県立学校等の施設の維持及び老朽化の進行に伴い必要となる修繕
を行い、教育施設としてふさわしい環境の整備を図る。

教育委員会 教育環境課

83
省エネルギー型設備導入
事業費

137,775

環境負荷の低減と管理経費の節減を行うため、省エネルギー型設
備の導入を図る。

教育委員会 教育環境課

84 教育財産管理事業費 118,821

安心・安全な学校環境づくりを図るため、県立学校等の建築物の定
期点検、学校警備及び自家用電気工作物や消防設備等の保守点
検業務の委託等を実施して、教育財産の適正な管理を行う。 教育委員会 教育環境課

85
教育施設耐震化推進事業
費

1,331,760

県立学校の旧耐震基準以前の建物で耐震改修が必要なものについ
て、耐震対策を実施。
県立学校の集会施設等（ホール等）の非構造部材について耐震対
策（落下防止対策）を行う。更に、教育委員会所管の社会教育施設
について天井等の耐震対策を行う。

教育委員会 教育環境課

86
老朽化施設緊急整備事業
費

120,458
施設の長寿命化に向けて、老朽化が顕著な施設箇所の保全を実施
する。 教育委員会 教育環境課

87
県立学校体育館多目的トイ
レ整備事業費

51,390

市町村から避難所に指定されている県立学校の体育館のトイレにつ
いて、多目的化を図る。

教育委員会 教育環境課

88
避難所指定県立学校のＷｉ
－Ｆｉ環境等整備事業

38,778

建物が避難所に指定されている県立学校において、災害時の避難
者の通信手段等を確保するため、体育館等でＷｉ－Ｆｉ利用及びテレ
ビが視聴できる環境を整備する。 教育委員会 教育環境課

89 学校安全対策事業 3,670

児童生徒が安全で安心に生活するために、学校の安全教育･安全
管理及び学校･家庭･地域が連携した地域ぐるみの学校安全体制の
充実を図る。

教育委員会 体育保健課

90 通学路安全対策事業 789,337

教育委員会及び警察と連携し、通学路の合同点検を実施し、対策が
必要とされた箇所については、歩道設置、路肩拡幅や水路蓋かけに
よる歩行空間の確保、路肩のカラー舗装等を行い、通学路における
安全対策を推進する。

県土整備部 道路企画課

91 通学路における安全対策 －

教育委員会及び道路管理者と連携し、通学路の合同点検を実施し、
危険箇所については、横断歩道の設置等、必要な安全対策を講じ、
通学路における安全対策を推進する。 警察本部

警察本部交通
規制課

92
通学路や学校内における
子どもの安全確保

－

通学路や学校内における子どもの安全確保のため、通学路におけ
る制服警察官によるパトロールの強化や学校内における不審者侵
入事案及び通学時の声掛け事案等への対応訓練を行う。また、学
校、保護者、防犯ボランティア等と連携した通学時の見守り活動の
強化及び自治体等と連携した街頭防犯カメラ設置を促進する。

警察本部
警察本部生活
安全企画課

93 交通安全講習 －

保育園等各学校において、各年齢層に合わせた交通安全講習を継
続実施する。

警察本部
警察本部交通
企画課

94
私立学校施設整備費補助
金

478,184

学校設置者に対し施設整備費への補助及び、施設・設備整備事業
による金融機関等からの借入に対する利子助成を行う。（私立高等
学校等改築事業補助金、私立高等学校等大規模修繕等促進事業
補助金、私立学校振興資金利子補助金）

地域振興部
教育・学術振興
課

95
私立高等学校等就学支援
金

662,080

家庭の状況にかかわらず、全ての中学生、高校生等が安心して勉
学に打ち込める環境を作るために、国の「高等学校等就学支援金」
及び本県独自の「中学校就学支援金」を交付（学校設置者が代理受
領）し、家庭の教育費負担の軽減、多様な教育を受ける機会の確保
を図る。

地域振興部
教育・学術振興
課

96
私立学校生徒授業料等減
免補助金

24,817

私立高等学校等に在籍する生徒の経済的負担を軽減するため、授
業料、施設設備費等の生徒納付金を減免している私立高等学校等
の設置者に対して助成を行う。 地域振興部

教育・学術振興
課

97
中山間地域市町村保育料
無償化等モデル事業

72,931

少子化、人口減少の危機に直面している中山間地域において、自治
体独自に保育料の無償化等による子育て支援施策の取組により、
若者の移住定住など地域活性化に果敢に挑戦する市町村に対して
助成を行う。

福祉保健部 子育て応援課

98
私立幼稚園保育料軽減事
業補助金

5,106

私立幼稚園設置者が保護者の経済的負担を軽減するために、保育
料を軽減する場合にその所要額の一部を助成する。
・私立幼稚園同時在園保育料軽減事業費補助金 福祉保健部 子育て応援課

99
保育料無償化等子育て支
援事業

495,977

第３子以降の保育料無償化と併せて、低所得世帯を対象に、第１子
と同時在園の第２子の保育料の無償化をする市町村に対し助成す
る。

福祉保健部 子育て応援課

８　保育所、認定こども
園、幼稚園及び児童発達
支援センターの保育料そ
の他の子育てに関する経
済的負担を軽減するこ
と。
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

100
（新規）
おうちで子育てサポート事
業

100,544

保育所等を利用する世帯に対して子育て支援として保育料無償化
の取組を進めてきたことを踏まえ、子育て支援の対象をより広げる
観点から、保育所等を利用しない在宅育児世帯に対しても経済的支
援を行う。

福祉保健部 子育て応援課

101
鳥取県高等学校定時制課
程及び通信制課程修学奨
励金

1,680

高等学校定時制課程及び通信制課程に在学する勤労学生の修学
を奨励するため、修学資金を貸与する。

教育委員会 人権教育課

102
鳥取県育英奨学資金（高等
学校等奨学資金）

448,884
経済的理由により修学が困難な高校生等に対し、修学資金を貸与
する。 教育委員会 人権教育課

103 高校生等奨学給付金 229,184

授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の高校生に
対して奨学のための給付金を給付する。

教育委員会 人権教育課

104 就学奨励費 99,373

特別支援学校に就学する幼児・児童・生徒の保護者等に対し、就学
に必要な経費の一部を助成し、保護者等の経済的負担軽減を図
る。

教育委員会
特別支援教育
課

105
被災児童生徒等特別支援
教育就学奨励費

85

東日本大震災により被災し、県内の特別支援学校及び特別支援学
級へ就学することとなった幼児児童生徒の保護者に対し、就学に必
要な経費の一部を支援する。 教育委員会

特別支援教育
課

９　森、海、川等で行われ
る自然体験活動を基軸に
した教育及び保育の取組
を支援すること。

106 鳥取県野外保育促進事業 25,854

本県の恵まれた環境を活かして、子どもたちが、「豊かな自然」で“遊
びきる”経験を持てる環境を構築するための取組を行う。
・「とっとり森・里山等自然保育認証制度」 において認証された自然
保育を行う園の運営費及び世帯の第3子以降及び低所得者世帯の
第２子（第１子と同時時在園のみ）の園児に係る保育料を軽減する
園に対し助成する。
・県内で、野外保育・教育を定期的に行う保育所・幼稚園等を認証す
るとともに、その必要経費を助成する。
・保護者、保育者等広く県民に幼児期の自然保育の取組などを周知
し、機運の醸成を図るシンポジウムを開催する。
・野外保育の担い手を育成するため、保育従事者を対象とした野外
活動に関する研修を実施する。

福祉保健部 子育て応援課

■安心して子育てができるための職業生活と家庭生活の両立を支援する施策

働きやすい職場づくり支援
セミナー開催事業（再掲）

（103）

企業を対象に、県内事業所における実際の職場環境改善の取組事
例、実践ポイントや取り組むことによるメリット等を紹介するセミナー
を開催する。

商工労働部 労働政策課

107
男女共同参画普及啓発事
業

5,818

男女共同参画を推進するための理解者やリーダー的立場の者を増
やしていくための普及啓発・人材育成及び推進団体等の活動を支援
する。

元気づくり
総本部

女性活躍推進
課

108 職業訓練生託児支援事業 4,360

求職活動中の育児者が職業訓練を受講する場合に、訓練期間中に
子どもを保育所等に託児する経費の一部を奨励金として支給し、託
児にかかる経済的な懸念を軽減して、子育て中の求職者の職業訓
練の受講を促進する。

商工労働部 労働政策課

109
(新規)
鳥取県立ハローワーク設
置事業

131,301

地方版ハローワークの創設（職業紹介に関する権限移譲）を受け、
全国初の「鳥取県立ハローワーク」を開設し、県の「産業施策」「雇用
施策」「移住施策」と一体となった求職者と企業の一貫支援による効
果的なマッチングを行い、地方創生の実現を図る。

商工労働部 就業支援課

110
(新規)
とっとり創生雇用戦略プロ
ジェクト事業

119,424

観光・食・健康という成長が期待される分野において、新たなサービ
ス産業を創出し、良質な雇用の場を創出するとともに、それを実現す
るために必要な雇用環境の整備、人材育成、人材マッチングを行
い、正規雇用の創出と地域産業の活性化を図る。

商工労働部 就業支援課

111
女性・中高年者就業支援事
業

74,683

女性や高齢者などの就業支援と中小企業の人材を確保するため、
「ミドル・シニア」及び「レディーズ」仕事ぷらざ（県内３地区）を一体的
に運営し、求職者と企業双方のニーズに合った職場開拓、マッチン
グを行うとともに、中小企業の人材確保に向けた取組を行う。

商工労働部 就業支援課

112 若年者就業支援事業 37,548

県内３地区に若年者の就業支援施設である「若者仕事ぷらざ」を設
置し、それぞれに支援員を配置して、若年者に対するきめ細かな相
談等を行いながら職業意識の形成、職業人としての基礎的能力の
取得を図り、早期就職・職場定着を促進する。

商工労働部 就業支援課

113
鳥取県ふるさとハローワー
ク運営事業

10,112

ハローワークが廃止された八頭郡、境港市の住民に対し、国・県・地
元市町が協力して「鳥取県ふるさとハローワーク八頭・境港」を設置
し、職業相談・職業紹介等、就業支援のサービスを提供する。 商工労働部 就業支援課

114
若者サポートステーション
運営事業

22,386

他者とのコミュニケーションがうまく取れない若者、人間関係の悩み
を抱える若者等、通常の就職相談だけでは就業が困難な若者が本
県でも増加しつつある状況に対応し、若者の就業意欲・就職率の向
上を図るために、国に認定された「若者サポートステーション」事業
の一部を委託する。

商工労働部 就業支援課

115
正規雇用１万人チャレンジ
事業

985

若者をはじめ県内産業を担う様々な産業人材が定着できる就業環
境の整備を目指し、民間との連携によって平成２７年度から４年間で
計１万人の正規雇用創出に向けた取組を推進する。 商工労働部 就業支援課

１　県民の一人一人が、
誇りを持ちながら働き、仕
事上の責任を果たすとと
もに、家庭、地域社会等
においても充実した生き
方が実現できる社会を推
進すること。
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

男女共同参画推進企業認
定事業（再掲）

(11,245)

企業におけるワーク・ライフ・バランス等の推進を図るため、男女がと
もに働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる企業を認
定し、県内企業における男女共同参画の機運づくりを図る。

元気づくり
総本部

女性活躍推進
課

地域における女性活躍推
進事業（再掲）

(9,411)

「輝く女性活躍加速化とっとり会議」を推進母体として、働く女性の女
性の活躍に資する取組を行う。
・全国女性活躍サミットinとっとり
・女性活躍を推進する企業トップのメッセージの発信
・女性活躍に取り組む企業のメリットの見える化
・女性活躍先進モデル企業事業との連携
・女性活躍の取組ためのアドバイザー（社労士）派遣

元気づくり
総本部

女性活躍推進
課

（新規）
託児機能付きサテライトオ
フィス推進事業（再掲）

(10,589)

子育て期の女性などが働きやすい就労環境整備に向けて、県内企
業における在宅勤務・テレワーク制度といった多様で柔軟な働き方
の導入を促進するため、子育て期の女性従業員などが、子どもを預
けて勤務することができる「託児機能付きサテライトオフィス」を設置
し、試行的に運用するとともにテレワーク導入セミナーを実施する。

元気づくり
総本部

女性活躍推進
課

女性活躍トップランナー事
業（再掲）

(10,270)

輝く女性活躍加速化とっとり会議を推進母体として、輝く女性活躍パ
ワーアップ企業を増やし、女性活躍の取組を推進する。 元気づくり

総本部
女性活躍推進
課

イクボス推進事業（再掲） (2,620)

働きやすい職場環境づくりを推進するため、「イクボス」を県内企業
で増やしていく。 元気づくり

総本部
女性活躍推進
課

労務管理改善助言事業（再
掲）

（4,222）

・労務管理アドバイザー（社会保険労務士）を事業所に派遣し、適切
な労務管理や職場環境の改善に向けた助言、各種助成制度の紹介
等を行う。
・事業所等（労働組合を含む）が実施する職場環境の改善に向けた
社内研修等に講師を派遣する。

商工労働部 労働政策課

（新規）
働き方改革支援事業（再
掲）

(5,621)

県社会保険労務士会に専用窓口を開設し、働き方改革の取組に関
する企業からの相談に無料で対応。相談のあった企業へ社会保険
労務士を派遣し、就業規則の見直しなどを提案、作成する。 商工労働部 労働政策課

116

地域少子化対策重点推進
交付金事業（子育てしやす
い環境整備促進（企業子宝
率調査）事業）

2,870

県内企業において、従業員が子育てしやすい企業であるかどうか
を、「企業子宝率」の数値を用いて調査・分析し、効果的な取組を
行っていることで企業子宝率が高くなっている企業を表彰し、企業の
子育てしやすい職場環境整備の機運の醸成を図る。

福祉保健部 子育て応援課

117
男性の子育てしやすい企
業支援奨励金

4,315

配偶者の産前、産後休業期間は夫たる男性労働者の育児参加が最
も必要な時期であるため、企業に対して子育ての最初の段階で男性
が育児に積極的に関わることできる休暇制度の整備・促進を図る。 福祉保健部 子育て応援課

118

（新規）
地域少子化対策重点推進
交付金事業（イクメン養成
キャラバン）

3,880

島根県と連携して実施する「結婚から子育てまで地域で応援機運醸
成キャンペーン（仮）」に併せて、企業に出向き、妊婦体験、家事の
方法等啓発を行うイクメン養成キャラバンを実施する。 福祉保健部 子育て応援課

とっとりふれあい家庭教育
応援事業（再掲）

（11,033）

企業、事業所において、保護者である従業員が子育てしやすく、ま
た、子どもたちを健やかに育てる地域活動に参加しやすい職場環境
づくりに自主的に取り組んでいただける企業（鳥取県家庭教育推進
協力企業）と協定を締結し、子育てしやすい環境やワーク・ライフ・バ
ランスのいっそうの整備促進を図る。

教育委員会 小中学校課

■きずなを強め地域みんなで取り組む子育てを支援する施策
１　積極的に育児に参加
する日を設定して啓発を
行う等により、社会全体
で子育てに取り組む機運
の醸成を図ること。

119
子育て王国とっとり推進事
業

9,042

平成２２年９月に建国宣言した「子育て王国鳥取県」の具現化に向
け、地域みんなで子育てを支える機運の醸成を図るとともに、各種
施策を実施する。
・「子育て王国鳥取県」の広報・普及啓発
・「子育て川柳コンテスト」の開催
・子育て王国とっとり会議の開催
・子育て応援パスポート事業の運用
・子育て王国情報発信
・子どもの悩み電話相談
・子育て王国とっとりブランド発信事業

福祉保健部 子育て応援課

（新規）
山陰両県連携婚活応援プ
ロジェクト事業（結婚から子
育てまで地域で応援機運
醸成キャンペーン）（再掲）

(23,569)

結婚支援の取組のうち、生活圏の重複する山陰両県合同で実施す
ることにより一層の効果が発揮される施策について両県合同で実施
する。
・結婚から子育てまで地域で応援機運醸成キャンペーン
・婚活イベント情報配信システムの統合
・企業婚活応援普及員による企業の婚活応援の取組促進

福祉保健部 子育て応援課

２　特定非営利活動法
人、子育てサークルその
他の団体及び個人の子
育て支援等の活動を促
進すること。 120

とっとり県民活動活性化セ
ンター事業

58,161

県民との協働による地域づくりを推進するため、専門的な知識を有
し、継続的な支援を実施することができる「公益財団法人とっとり県
民活動活性化センター」に委託して、関係機関や行政等と連携しな
がら、以下の支援事業を実施する。
（１）ＮＰＯ活動に関する支援
（２）地域づくり活動に関する支援
（３）ボランティア活動に関する支援

元気づくり
総本部

参画協働課

２　育児休業の取得に対
する支援、子育てのため
の短時間勤務等の制度
化、長時間労働の抑制、
休暇等が取得しやすい職
場風土づくり等により、安
心して子育てができる就
労環境の整備を図るこ
と。
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

121
トットリズム県民運動拡大
事業

59,909

活動団体の資金調達や人材確保といった課題の解決に向けて、以
下の事業をとっとり県民活動活性化センターに委託・補助し実施す
る。
（１）クラウドファンディング事業　1,944千円
（２）とっとり創生支援センターによる伴走型支援　3,965千円
（３）社会人・若者ボランティア（プロボノ）推進事業　1,448千円
（４）寄附付き商品開発普及事業　559千円

元気づくり
総本部

参画協働課

122
（新規）
「とっとり子育て隊」加入促
進事業

1,255

子育てについて「困っている人」と「支援できる人」を繋げる仕組み
を、「とっとり子育て隊」と、「ボランティア総合情報サイト　ボランとり」
を活用して新たに構築し、県内の子育て支援環境の向上を図る。
また、この仕組みにより、行っていただいた活動を「とっとり子育て隊
通信（仮称）」として情報提　供し、広く認知してもらうことで、とっとり
子育て隊の入隊促進、活動の活性化に繋げる。

福祉保健部 子育て応援課

123 芸術鑑賞教室開催補助金 10,000

県内の高校等の生徒を対象に、学校の体育館や文化施設で優れた
舞台芸術の鑑賞機会を提供し、豊かな情操を培い、健全な育成に
貢献する。

地域振興部 文化政策課

124
鳥取県ジュニア美術展覧
会開催事業

18,331

児童・生徒等の創作作品を発表する場を提供することで、芸術文化
活動への意欲を高め、県内の青少年の美術活動の助長と振興を図
るとともに、次世代の芸術家を目指す人材の育成を図る。 地域振興部 文化政策課

125
「とっとりアートスタート」推
進事業

1,600

０歳から未就学の乳幼児に作品鑑賞・創造体験・公演鑑賞の機会を
提供するアートスタート活動を支援 実施し、子どもたちの豊かな感性
と創造性を育む。 地域振興部 文化政策課

126
とっとり伝統芸能まつり開
催事業

13,257

県内各地域で守られてきた伝統行事・芸能を広く県民に周知するた
め伝統芸能まつりを開催し、伝統芸能の伝承や活用の気運を高め
るとともに、活動実践団体に発表の機会を提供することにより、継承
者育成等活動の活性化を図る。

地域振興部 文化政策課

127
舞台芸術拠点創造事業
（表現ワークショップ研究事
業）

5,470

小・中・高校生を対象に演劇の表現ワークショップ（授業）を開催する
県内演劇団体の取り組みを支援し、「思考力・判断力・表現力」を磨
く。

地域振興部 文化政策課

128 伝統芸能等支援事業 3,398

無形民俗文化財の保存伝承を図るため、保存団体の保存伝承活動
への支援を行う。
・民俗芸能フォーラムの開催
・中国・四国ブロック民俗芸能大会へ保存団体を派遣
・後継者育成に尽力した団体の顕彰
・後継者育成・用具整備・公開に対する助成

教育委員会 文化財課

129
共生社会をめざす文化・芸
術活動支援事業

5,456

平成26年度に開催された「全国障がい者芸術・文化祭」の意義を継
承し、児童生徒の自主性や主体性、自信を培うことにつながる芸術・
文化活動の推進・充実を進め、より一層の社会参加と理解啓発、共
生社会の形成を図る。

教育委員会
特別支援教育
課

とっとりふれあい家庭教育
応援事業（再掲）

(11,033)

身近な地域における家庭教育の支援の一層の充実を図るため、地
域人材の育成及びネットワークの構築に向けて取組むとともに、市
町村が実施する親への学習機会の提供、「家庭教育支援チーム」に
よる訪問型家庭教育支援の取組を促進する。

教育委員会 小中学校課

130
社会教育関係団体による
地域づくり支援事業

1,876

社会教育関係団体の教育力を活用し、健やかに子どもたちを育む
地域づくりを促進するとともに、社会教育関係団体の人材育成等に
対して補助を行う。 教育委員会 小中学校課

131
（新規）
図書館で「すくすく子育て」
応援事業

869
男性が絵本の読み聞かせを行う「読みメン」を普及する取組を行う。

教育委員会 図書館

132 情報モラル教育推進事業 1,880

小中学校における情報モラル教育の推進について、情報教育サ
ポーター、鳥取県ＩＣＴ活用教育推進協働コンソーシアム（産業界、大
学、県警、県教委等）と連携してモデル的に取り組み、その成果を全
県に普及する。

教育委員会 小中学校課

133
インターネットとの適切な接
し方教育啓発推進事業

6,039

インターネット環境の急速な発達により、携帯電話・スマートフォン・
ゲーム機等の電子メディア機器はますます子どもたちの生活の中に
浸透し、利用の低年齢化も進んでいることから、保護者や子どもたち
に対し、電子メディア機器とのよりよい接し方について教育啓発を行
う。

教育委員会 社会教育課

134
心とからだ　いきいきキャン
ペーン

1,092

各種調査の結果、子どもたちの実体験不足や活字離れが明らかに
なり、望ましい生活習慣の定着を図るために平成１７年度から啓発
運動「心とからだ　いきいきキャンペーン」を展開している。 教育委員会 教育総務課

135
青少年育成対策推進費
（青少年育成鳥取県民会議
運営助成）

8,027

青少年健全育成を推進するにあたり、各市町村民会議と連携しなが
ら、全県を対象に活動している青少年育成鳥取県民会議の運営費
を助成する。

福祉保健部 青少年・家庭課

３　子どもが多様な世代と
交流しながら遊び、伝統
芸能その他の活動を行う
場を提供すること。

４　家庭における学習習
慣及び正しい生活習慣の
啓発、祖父母等が子育て
に関わりやすい環境の整
備、地域における青少年
団体の活動その他の地
域ぐるみで子どもに関わ
る活動の支援等により、
家庭及び地域の教育力
の向上を図ること。

10 



番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

136 心のバリアフリー推進事業 2,441

高齢者、障がい者、妊産婦等が利用しやすい公共的整備を促進す
るとともに、高齢者、障がい者等への理解と支援を深め、誰もが住み
よいまちづくりを推進する。
（１）心のバリアフリー普及啓発
　○小学生向け福祉教育用冊子の作成、配布
（２）ハートフル駐車場利用証制度（H21.10導入）
　○利用証の作成、配布
　○案内表示ステッカー等施設用物品の作成、購入、配布
　○制度周知用チラシの作成、配布
（３）推進体制の整備
　○福祉のまちづくり推進協議会の実施

福祉保健部 福祉保健課

137
バリアフリー環境整備促進
事業

28,013

高齢者等のほか、子ども、妊婦、赤ちゃんを連れた方などが安心し
て快適に利用できるよう不特定多数の方が利用する民間建築物の
バリアフリー化を推進します。
・福祉のまちづくり推進事業補助金
・バリアフリー環境整備事業補助金

生活環境部
住まいまちづくり
課

138

地域少子化対策重点推進
交付金事業（お届けしま
す！楽しい子育て・孫育て
講座事業）

1,492

平成28年度に作成した祖父母世代向けの孫育てへの関わり方を実
践的かつ具体的に掲載した祖父母手帳を活用し、祖父母世代が子
育てに参加する際の関わり方のポイント等を学ぶ講座を開催する。 福祉保健部 子育て応援課

139
本の大好きな子どもを育て
るプロジェクト

1,926

子どもたちがより効果的に図書との関わりを持つために、子どもの
読書に関わる人材の技能向上（選書力、本を紹介する力）を図るとと
もに、子どもたちが読書の楽しさを体感できるような啓発に取り組
む。

教育委員会 社会教育課

140 子ども読書活動推進事業 228

乳幼児期からの子どもの読書推進を図るため、子どもたちに日常接
する職員（公共図書館職員、　幼稚園・保育所職員等）の研修や、市
町村図書館児童図書部門の支援を行う。 教育委員会 図書館

（新規）
図書館で「すくすく子育て」
応援事業（再掲）

(869)
子連れで図書館に来館された方のための託児サービスを実施す
る。 教育委員会 図書館

６　企業、店舗等が行う子
育て家庭へのサービスの
提供その他の子育て支
援等の取組を促進するこ
と。

とっとりふれあい家庭教育
応援事業（再掲）

（11,033）

企業、事業所において、保護者である従業員が子育てしやすく、ま
た、子どもたちを健やかに育てる地域活動に参加しやすい職場環境
づくりに自主的に取り組んでいただける企業（鳥取県家庭教育推進
協力企業）と協定を締結し、子育てしやすい環境やワーク・ライフ・バ
ランスのいっそうの整備促進を図る。

教育委員会 小中学校課

141
とっとり木と森の学校実践
事業

9,463

子供から大人までを対象とした木育キャラバンを実施して「木育」の
取組をさらに広げる。
また、未就学児が木と触れあえる「とっとり赤ちゃん木と森の広場（木
育広場）」を保育所等へ貸し出すとともに、新たに「木育」に取組む市
町村等の取組に対して支援する。
Ｈ２９年度は、新たな県産材玩具の開発や「木育」の展開方向を検討
するための「木育等推進研究会」を開催する。

農林水産部

（林政企画課）
Ｈ２９年度よりｊ
県産材・林産振
興課へ移管

子育て王国とっとり推進事
業（子育て応援パスポート
事業の運用）（再掲）

(9,042)

平成２２年９月に建国宣言した「子育て王国鳥取県」の具現化に向
け、地域みんなで子育てを支える機運の醸成を図るとともに、各種
施策を実施する。
・「子育て王国鳥取県」の広報・普及啓発
・「子育て川柳コンテスト」の開催
・子育て王国とっとり会議の開催
・子育て応援パスポート事業の運用
・子育て王国情報発信
・子どもの悩み電話相談
・子育て王国とっとりブランド発信事業

福祉保健部 子育て応援課

■特に支援が必要な子ども・家庭の健やかな生活を支援する施策

142
スクールソーシャルワー
カー活用事業

46,912

社会福祉の専門的な知識や技能を有するスクールソーシャルワー
カーの市町村教育委員会への配置を支援（市町村事業への補助）
し、複雑化する家庭環境を背景にした児童生徒が抱える問題への
対応の充実を図る。
（主な業務内容）
・問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
・学校内におけるチーム体制の構築、支援
・ケース会議による個別支援会議の策定
・保護者、教職員等に対する支援･相談･福祉機関情報提供
・教職員等への研修活動(事例研修会)等による指導力向上等
【拡充】
・スクールソーシャルワーカー14市町村→18市町村
・スクールソーシャルワーカースーパーバイザーの時間数増

教育委員会
いじめ・不登校
総合対策セン
ター

143
高等学校スクールソーシャ
ルワーカー配置 21,634

いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応
するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な
知識･技術を用いて､生徒のおかれた様々な環境に働きかけて支援
を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制の充実
を図る。
・５名（非常勤）
・配置校：東部・西部に各２名（鳥取緑風高校、米子白鳳高校等、私
立学校への支援も行う）、中部１名（倉吉東高校）

教育委員会 高等学校課

144
特別支援学校スクールソー
シャルワーカー配置

11,762

スクールソーシャルワーカー１名（非常勤職員）を倉吉養護学校に配
置し、全県立特別支援学校への教育相談の支援を行う。

教育委員会
特別支援教育
課

５　子どもたちへの本の
読み聞かせ、図書館での
児童サービスその他の子
どもの情緒、知識及び好
奇心を育む取組を支援及
び促進すること。

１　貧困の状況にある子
どもに対する学習の支援
及びその家庭に対する孤
立の防止その他の支援
を行うこと。
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

145
スクールカウンセラーの配
置

88,900

不登校や問題行動等の改善を図るため、中学校に臨床心理士等を
スクールカウンセラーとして配置する。中学校に配置したスクールカ
ウンセラーは校区小学校の相談にも対応する。 教育委員会

いじめ・不登校
総合対策セン
ター

146
高等学校スクールカウンセ
ラー配置

15,092

いじめ、不登校、中途退学等の問題行動等の諸課題に対して、臨床
心理士資格を有する教育相談員、臨床心理士等によるスクールカウ
ンセラーを学校に配置し、全県立高等学校におけるカウンセリング
体制の充実を図る。
・12名（全日制８校、定時制４校）

教育委員会 高等学校課

147
特別支援学校スクールカウ
ンセラー配置

4,155

精神的な問題や不安を抱える児童生徒に対して、臨床心理士資格
を有する教育相談員、臨床心理士等によるスクールカウンセラーを
学校に配置し、全県立特別支援学校におけるカウンセリング体制の
充実を図る。

教育委員会
特別支援教育
課

148
高等学校教育相談員配置

－

いじめ、不登校、中途退学等の問題行動等の諸課題に対して、臨床
心理士資格を有する教育相談員、臨床心理士等によるスクールカウ
ンセラーを学校に配置し、全県立高等学校におけるカウンセリング
体制の充実を図る。
【拡充】
・４ 名（１名増員）

教育委員会 高等学校課

149 不登校対策事業 22,938

市町村設置の教育支援センターに対する不登校対応ネットワーク構
築支援、小学校への「学校生活適応支援員」の配置などを行い、不
登校の未然防止や不登校状態の児童生徒の学校復帰を目指す。 教育委員会

いじめ・不登校
総合対策セン
ター

150
高等学校等における不登
校（傾向）生徒等支援事業

6,733

高等学校等における不登校（傾向）生徒や概ね２０歳までのひきこも
りの青少年を対象に、教育相談（本人、保護者、家族）・社会性育成
のトレーニング・学習支援・就労支援等を行い、学校復帰や社会参
加に向けて支援する。

教育委員会
いじめ・不登校
総合対策セン
ター

151 教育相談事業 7,506

幼児･児童･生徒等の教育上の様々な課題に関する保護者、本人、
学校・園関係者等からの相談について、指導主事、相談員及び専門
指導員が個別のニーズに応じた支援・指導を行う。また、専門医によ
る教育相談会を毎月実施する。
【拡充】
・電話・来所相談の充実のため、相談員の時間数増

教育委員会
いじめ・不登校
総合対策セン
ター

152
（新規）
不登校生徒等訪問支援、
居場所づくり事業

30,591

不登校（傾向）やひきこもり状態にある青少年を学校復帰や社会参
加に向けて支援する教育支援センターを、中・西部地区に設置する
とともに、支援が必要な者のニーズを把握し、積極的に関わるアウト
リーチ型支援を行う。

教育委員会
いじめ・不登校
総合対策セン
ター

153
（新規）
児童養護施設等と連携した
自然体験活動推進事業

2,022

児童養護施設及び母子生活支援施設と県立青少年社会教育施設
等が連携し、児童養護施設等の希望や課題意識に応じた自然体験
活動の実施方法等を検討し、実施する。 教育委員会 社会教育課

土曜授業等実施支援事業
（再掲） （14,698）

全ての子どもたちの土曜日における教育活動の充実を図るため、学
校･家庭･地域が連携･協力して行う学校における授業、地域におけ
る多様な学習や体験活動の機会の充実などの取組を推進する。 教育委員会 小中学校課

「地域未来塾」推進事業（再
掲）

（3,344）

経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であった
り、学習が遅れがちな中学生等への学習支援として、放課後、土曜
日、長期休業中に、大学生や教員OB等地域の人材による「地域未
来塾」を推進する。
【実施市町村(見込み)】H29：10市町村

教育委員会 小中学校課

県立高校土曜授業等実施
事業（再掲）

(5,000)

・実施重点校への支援
土曜授業を実施する県立高等学校に対し、授業の実施に必要な教
職員の配置を行う。(月２回程度)
・実施モデル校への支援
地域の多様な経験や技能を持つ人材や、企業･関係機関等と連携
し、土曜日の利点を活かした教育活動をモデル的に行う県立高等学
校に対し、必要な経費を支援する。
【実施校】12校程度（H28：12校）

教育委員会 高等学校課

154
鳥取県版キャリア教育推進
事業

13,847

生徒一人ひとりが将来社会的に自立していくために必要かつ基盤と
なる能力､態度を育てるためのキャリア教育を全県立学校で推進。
・キャリアプランニングスーパーバイザーの配置
・「キャリア教育推進協力企業」認定制度による職場体験等の実施、
キャリア塾の実施

教育委員会 高等学校課

155
IJUターン県内就職促進強
化事業

30,263

県外から県内中小企業の人材を確保するため、ふるさと鳥取県定住
機構と連携し、また、同窓会を利用し情報発信するなど、県内への
IJUターンによる正規雇用を促進する。 商工労働部 就業支援課

156
(新規)
学生等県内就職加速化事
業

75,203

県内外の学生等の県内就職を加速化させるため、中高生へのキャ
リア教育支援や大学生等を対象としたインターンシップ、企業見学
会、企業紹介フェア、各種情報発信の強化等を行う。
また、企業向けには、大手就活サイト内への鳥取県特集ページ開設
など、採用企業の情報発信を強化し、県内就職へつなげる。

商工労働部 就業支援課

(新規)
鳥取県立ハローワーク設
置事業（再掲）

(131,301)

地方版ハローワークの創設（職業紹介に関する権限移譲）を受け、
全国初の「鳥取県立ハローワーク」を開設し、県の「産業施策」「雇用
施策」「移住施策」と一体となった求職者と企業の一貫支援による効
果的なマッチングを行い、地方創生の実現を図る。

商工労働部 就業支援課

12 



番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

(新規)
とっとり創生雇用戦略プロ
ジェクト事業（再掲）

(119,424)

観光・食・健康という成長が期待される分野において、新たなサービ
ス産業を創出し、良質な雇用の場を創出するとともに、それを実現す
るために必要な雇用環境の整備、人材育成、人材マッチングを行
い、正規雇用の創出と地域産業の活性化を図る。

商工労働部 就業支援課

157 生活困窮者自立支援事業 43,104

【県福祉事務所管内分】
・学習支援事業
生活困窮世帯、生活保護世帯の子どもに対して、学習援助を実施。
・自立相談支援事業
生活困窮者からの相談を受け付け、事業利用のためのプランの作
成、就労支援等を実施。
・就労準備支援事業
直ちに一般就労が困難な生活困窮者に対して、生活訓練や社会訓
練を実施。(中部圏域については他町と共同実施)
・住宅確保給付金
就職者等であって、所得等が一定水準以下のものに対して、有期で
家賃相当額を給付。

福祉保健部 福祉保健課

158 学習支援充実事業 4,939

○地域未来塾応援事業
教育委員会が実施する「地域未来塾」事業について、福祉保健部が
協力し、地域未来塾では対象とならない支援メニューを創設し地域
未来塾を充実させることで、各市町村での学習支援の取り組みを拡
大させ、生活保護世帯やひとり親世帯を含む生活困窮世帯等の子
どもがより利用しやすい学習環境を整備する。
⇒地域未来塾事業で対象とならない参加する子どもの送迎、教材、
会場に係る経費を補助
【実施市町村(見込み)】H29：４市町村

○生活困窮者等の世帯の児童に対する学習支援充実事業
・「ひとり親世帯」「生活困窮者世帯」「生活保護世帯」「一般世帯」の
学習支援を組み合わせて実施する市町村に対し、「一般世帯」の児
童に対する学習支援に要する経費の一部を助成する。
　・補助率：県1/2
　・補助要件：参加総数の10％以上が「ひとり親世帯」「生活困窮者
世帯」「生活保護世帯」の児童であること。
【実施市町村(見込み)】H29：3市町村

・放課後児童クラブにおいて「ひとり親世帯」「生活困窮者世帯」「生
活保護世帯」のいずれかの児童を一般世帯の児童に含めて学習支
援を行う市町村に対して、学習支援に要する経費の一部を助成す
る。
　・補助率：県1/2
　・県補助限度額：200千円／１クラブ
【実施市町村(見込み)】H29：１市町村

福祉保健部 福祉保健課

159
ひとり親家庭等学習支援事
業

24,377

・大学生や教員ＯＢ等の学習支援員による学習支援を実施
【実施市町村(見込み)】H28:６市町→H29:７市町
・学習塾形式で実施する場合、学習会場までの送迎支援を実施。 福祉保健部 青少年・家庭課

160 児童措置費 －

・児童養護施設等に入所している児童のうち、学習塾に通っている
中学生について、学習塾に必要な授業料(月謝)、講習会等の実費を
支弁する。
・中学校に在籍し、高校等受験を目指す児童に対し、副教材の準備
及び講師による指導等による学習指導を行った場合、施設に対して
事務費を加算する。
・児童養護施設等に入所している児童のうち、小学生等に対する学
習指導、特別な配慮を必要とする児童(中高生)に対する個別学習支
援に対する支援及び高校生等が学習塾等を利用した場合にかかる
月謝等を支弁する。
・職業補導費
児童養護施設等に入所している児童が公共職業訓練施設等に通う
際の費用を支弁。
・就職支度費・大学進学等自立生活支援費
児童養護施設等に入所している児童が就職又は進学するため措置
解除になる場合、就職又は進学に際し必要な被服類等の購入費用
を支弁。

福祉保健部 青少年・家庭課

161 里親家庭支援事業 438

里親家庭で生活する児童の塾（中学生を除く）及び習い事に係る費
用を支弁する。

福祉保健部 青少年・家庭課

162
喜多原学園中卒児童支援
事業

2,976

・学習支援事業
児童の中学校卒業後の高校進学等に向けて、学習指導を学習塾等
に委託して、入所中の学習支援を強化する。 福祉保健部 青少年・家庭課

163
心と体いきいきキャンペー
ン

1,092

生活習慣と学力・体力との間には相関関係があることから、子どもた
ちの望ましい生活習慣の定着を図るため、心と体いきいきキャン
ペーンを展開する。 教育委員会 教育総務課

164
学校における食育推進事
業

616

食育を進める市町村の取組を支援するとともに、児童生徒等への指
導教材の作成や食に関する専門家を学校に派遣する。

教育委員会 体育保健課

165
（新規）
図書館を活用 した「サポー
ト の必要な家庭応援」事業

392

　経済的に困窮している家庭やひとり親家庭などの支援を必要とす
る家庭を、図書館の「資料」や「場」の活用を通じて支援する。
　 あわせて、支援団体や関係機関と図書館との連携を推進する。 教育委員会 図書館

166
食育地域ネットワーク強化
事業

1,484

・圏域食育推進ネットワーク交流会・意見交換会
各圏域における食育の活動の中で、地域で連携して課題解決に向
けた対策に取り組む。 福祉保健部 健康政策課

13 
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167 「食の応援団」支援事業 4,868

「健康づくり文化創造プラン」に定める栄養・食生活分野の目標を達
成するための取組を行う団体に対して県が助成する。（子どものため
の食育教室「おやつに野菜を！」） 福祉保健部 健康政策課

168
「子どもの居場所づくり」推
進モデル事業

9,500

低所得世帯やひとり親家庭等の子どもたちが、夜間や休日に、地域
の大人や友達と一緒に食事を作って食べたり、勉強したり、活動を
行うことが出来る居場所づくりを支援することにより、子どもたちの社
会性、規則正しい生活習慣の獲得、世帯の孤立防止等を推進する。

福祉保健部 福祉保健課

放課後児童クラブ設置促進
事業（再掲）

(99,098)

仕事と子育ての両立を支援するため、昼間保護者のいない家庭の
児童を預かる放課後児童クラブの運営費、放課後児童クラブを実施
するために必要な設備の整備等に係る費用について、市町村に対
して助成を行う。また、指導員を対象とした研修会を開催する。

福祉保健部 子育て応援課

子ども・子育て支援交付金
（放課後児童健全育成事
業）（再掲）

(530,947)

市町村が、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施する
「地域子ども・子育て支援事業」に必要な費用に充てるため、交付金
を交付する。
【事業内容】
・延長保育事業
・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）（国庫補助事業分）
・病児保育事業
・一時預かり事業
・利用者支援事業　など

福祉保健部 子育て応援課

子育て応援市町村交付金
（市町村子育て支援員配置
事業）（再掲）

（18,000）

特別な支援が必要な児童の家庭支援を行う保育所に対し、保育士
の加配を行うことにより入所児童の処遇の向上を図る。
　【対象経費】市町村子育て支援員の配置に要する経費
　【基準単価】市町村保育担当課内設置　１人あたり　2,300千円
　　　　　　　　 保育所内設置　１人あたり　1,900千円

福祉保健部 子育て応援課

子育て支援員研修実施事
業（再掲）

(12,893)

地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や子
育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し、多様
な保育や子育て支援分野に関しての必要な知識や技能等を修得す
るための全国共通の研修制度を創設し、これらの支援の担い手とな
る「子育て支援員」の養成を図る。

福祉保健部 子育て応援課

私立幼稚園運営費補助金
（子育て支援活動・預かり
保育推進事業補助金）（再
掲）

(60,219)

私立幼稚園が行う預かり保育(通常の教育時間終了後や休業日等
に行う保育)や子育て支援活動(地域の子どもたちへの施設開放、2
歳児受入等)に要する経費に対して助成を行う。（子育て支援活動に
ついては子ども・子育て支援新制度へ移行した学校法人が設置する
施設を含む）
・子育て支援活動・預かり保育推進事業補助金

福祉保健部 子育て応援課

保育サービス多様化促進
事業（障がい児保育、乳児
保育事業）（再掲）

(142,121)

保護者の勤務形態の多様化、核家族化の進行、特別な支援を必要
とする児童の増加などに伴う様々な保育需要に柔軟に対応すること
により、安心して子どもを生み育てやすい環境を整備するとともに、
児童の福祉の向上を図ることを目的として、保育士等の加配事業を
行う市町村に対して補助を行う。
【障がい児保育】
各市町村が特別な支援が必要と認めた子どもに対して、保育士等を
配置する場合に助成する。
（新規）【医療的ケア児に対する支援】
医療的ケア児を保育所で受け入れるために、市町村において看護
師配置等の取組を実施する経費について助成する。
【乳児保育】
年度中途の乳児の入所に対応するため、年度当初から３ヶ月分の
保育士等を配置する経費に対して助成する。

福祉保健部 子育て応援課

169
とっとり版ネウボラ推進事
業

28,531

妊娠期から子育てにわたる様々な支援ニーズに対応した総合的相
談支援と各種の支援サービスへつなぐワンストップ拠点として、「子
育て世代包括支援センター（とっとり版ネウボラ）」の整備を図る。 福祉保健部 子育て応援課

170
ひとり親家庭等日常生活支
援事業

1,553

就職等自立促進に必要な事由や疾病等の事由により、一時的に子
育て支援や生活援助を必要とするひとり親家庭に家庭生活支援員
を派遣し、保育サービス等を行う。
【拡充】
未就学児のいるひとり親家庭が、就業上の理由により帰宅時間が遅
くなる場合に定期的に利用することも可能とする。
【新規】
県内の市町村が事業を実施する場合に間接補助を行う。

福祉保健部 青少年・家庭課

171
退所児童等アフターケア事
業

13,442

・生活支援・就業支援
自立生活を送る上で様々な困難を抱える児童養護施設等退所(予
定)児童･者の社会的自立の促進を図るため、就職や住居、交友関
係等に関する相談･支援を行うとともに、相互に意見交換や情報交
換等を行う自助グループ活動への支援等を実施する。

福祉保健部 青少年・家庭課

172
自立援助ホーム体制機能
強化事業

7,488

義務教育終了後、就労しながら自立を図る児童･者が利用する自立
援助ホームが、就労支援・生活指導等の入居者の個別対応にあた
る職員を国の配置基準を超えて雇用する際に要する経費を助成し、
自立援助ホームの相談・支援体制の拡充を図る。

福祉保健部 青少年・家庭課

14 
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173
社会福祉施設地域貢献促
進事業

1,500

県内の社会福祉施設を共生ホームとして登録し、社会貢献活動に
取り組む場合、その経費の一部を支援する。
・児童に対する食事提供、学習支援
・発達障がい、不登校、引きこもりの方等の社会参加、居場所援助
・出所者、生活困窮者の一時保護に係る支援（食事、一時滞在（宿
泊））
・NPOや地域づくり団体等と連携した地域貢献活動

福祉保健部 福祉保健課

174
ひとり親家庭自立支援給付
金事業

4,450

職業能力開発の講座を受講、又は資格取得のために養成機関で修
業するひとり親家庭の母又は父に対し、ひとり親家庭自立支援給付
金を支給し、経済的な自立を支援する。
・自立支援教育訓練給付金事業
職業能力開発のための指定講座を受講する場合、受講料の一部を
助成する。
・高等職業訓練促進給付金等事業
看護師、保育士等の資格を取得するため2１年以上養成機関で修業
する場合、修業期間中の生活費の負担軽減を図るため以下の資金
を給付する。
　・高等職業訓練促進給付金
　・高等職業訓練修了支援給付金
（鳥取県高等職業訓練促進継続給付金事業）
上記の高等職業訓練促進給付金について、平成25年度以降の入学
者に対して修業期間の国の支給年限以降について給付金を支給す
る市町村に対してその経費の一部を助成する。
・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高卒認定試験合格講座を受講した場合、その修了時及び高卒認定
試験の合格時に講座の受講経費の一部（最大6割）を助成する。

福祉保健部 青少年・家庭課

175
ひとり親家庭等就業･自立
支援事業

6,312

ひとり親家庭の就業をより効果的に促進するため、就業相談から技
能講習、就業情報の提供にいたるまで、一貫した就業支援サービス
等を提供する。
・就業支援事業
無料職業紹介、巡回相談の実施
・就業支援講習会事業
就業に有利な資格取得等のための講習会の開催（鳥取県母子寡婦
福祉連合会へ委託）
・就業情報提供事業
・就労情報の提供
・ひとり親家庭等地域生活支援事業
通常の相談で解決できない複雑な問題等について専門家による特
別相談の実施
・母子・父子自立支援員等研修事業
母子・父子自立支援員等の相談対応職員の資質向上のための研修
の実施

福祉保健部 青少年・家庭課

176
母子・父子自立支援員設置
費

5,266

ひとり親家庭等の就業や生活全般に関する相談支援を行うため、
「母子･父子自立支援員」を中部・西部総合事務所の福祉保健局に
各１名配置する。

福祉保健部 青少年・家庭課

177
ひとり親家庭高等職業訓練
促進資金貸付事業

1,987

高等職業訓練促進給付金を受給しているひとり親を対象に、入学準
備金及び就職準備金の貸付を行う。（一定の要件を満たす場合は返
還免除）
・入学準備金　５０万円　・就職準備金　２０万円

福祉保健部 青少年・家庭課

178
女性・中高年者就業支援事
業

74,683

女性や高齢者などの就業支援と中小企業の人材確保を強化するた
め、、県内３箇所（鳥取、倉吉、米子）に『ミドル・シニア・レディーズ仕
事ぷらざ』を設置し、次の事業を実施する。
・女性・高齢者の就職支援、中小企業の支援
就職に関する相談、各種研修・セミナー・職場体験講習等の実施、
企業訪問・求人開拓、仕事の紹介、企業向け説明会・雇用相談会を
開催する。
・産休育休代替職員の登録・マッチング支援
育休・産休代替職員等の求人ニーズのある企業に対して、代替就労
を希望する求職登録者を紹介する。

商工労働部 就業支援課

179 若年者就業支援事業 37,548

県内３地区に「若者仕事ぷらざ」を設置し、それぞれに支援員を配置
して、若年者に対するきめ細かな相談等を行いながら職業意識の形
成、職業人としての基礎的能力の習得を図り、早期就職・職場定着
を促進する。

商工労働部 就業支援課

鳥取県ふるさとハローワー
ク運営事業(再掲)

(10,112)

ハローワークが廃止された八頭郡、境港市の住民に対し、国・県・地
元市町が協力して「鳥取県ふるさとハローワーク八頭・境港」を設置
し、職業相談・職業紹介等、就業支援のサービスを提供する。 商工労働部 就業支援課

180
若者サポートステーション
運営事業

22,386

他者とのコミュニケーションがうまく取れない若者、人間関係の悩み
を抱える若者等、通常の就職相談だけでは就業が困難な若者が本
県でも増加しつつある状況において、若者の就業意欲・就職率の向
上を図るために、国に認定された「若者サポートステーション」事業
の一部を委託する。

商工労働部 就業支援課

正規雇用１万人チャレンジ
事業(再掲)

(985)

若者をはじめ県内産業を担う様々な産業人材が定着できる就業環
境の整備を目指し、民間との連携によって平成２７年度から４年間で
計１万人の正規雇用創出に向けた取組を推進する。 商工労働部 就業支援課

181
正規雇用転換促進助成金
事業

60,000

介護や建設、卸・小売等において、現在、非正規である従業員を正
規雇用に転換した事業者に対して、対象者１人につき30万円の助成
金を支給する。また、対象者がひとり親の場合、１０万円を加算して
１人につき４０万円支給する。

商工労働部 就業支援課

15 
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182
就学援助制度
(要保護・準要保護)

－

経済的理由により就学が困難であると認められる学齢児童生徒の
保護者に対し、市町村が就学に要する諸経費を援助
【要保護者】生活保護法に規定する要保護者
【準要保護者】市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮し
ていると認める者
【対象品目】学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費
等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、クラブ活動費、
生徒会費、ＰＴＡ会費、医療費、学校給食費

教育委員会 小中学校課

183
公立高等学校就学支援事
業

1,177,360

県立高校に在籍する生徒に対して、授業料と同額の「高等学校等修
学支援金」を支給し、教育費負担軽減を図る。
【対象】市町村民税所得割額304,200円未満の世帯
また、高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す
場合に、法律上の就学支援金支給期間である36月（定時制・通信制
は48月）の経過後も､卒業までの間（最長2年）、継続して授業料の支
援を行う。

教育委員会 高等学校課

184 教科書等給付費 454

定時制課程及び通信制課程に在学する生徒のうち、一定の条件を
満たす者（90日以上勤務、授業料減免相当に該当）に対し、教科書
及び学習書の購入費を支援 教育委員会 高等学校課

185 高校生等奨学給付金事業 229,184

全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外
の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒に対して奨学の
ための給付金を給付する。
【対象】
・市町村民税所得割額非課税世帯（特別支援学校高等部生徒を除
く）
・保護者、親権者等が県内に在住
・就学支援金支給対象である学校（高等学校、中等教育学校後期課
程、高等専門学校（1-3年生）、専修学校高等課程等）に在学してい
る者
【援助内容】
・授業料以外の教育費
・第１子の給付額を引き上げ

教育委員会 人権教育課

186 育英奨学事業 931,860

経済的理由により修学が困難である者に対し、奨学資金等の貸付
けを行う。
・大学等奨学金
【対象】
　・県内に住所を有する者の子等で、経済的理由により修学が困難
な者
　・高校2年時の学業の平均が3.0以上
【貸与額】国公立：月額45,000円、私立：月額54,000円
・高等学校等奨学金
【対象】県内に住所を有する者の子等で、経済的理由により修学が
困難な者
【貸与額】国公立：月額18,000円、私立：30,000円（自宅通学の場合）

教育委員会 人権教育課

187
高等学校定時制課程・通信
制課程修学奨励金

1,680

高等学校定時制課程・通信制課程に在学する勤労学生の修学を奨
励するため、奨学資金を貸与する。
【貸与額】月額14,000円 教育委員会 人権教育課

188 大学等進学資金助成金 2,480

大学、専修学校等への進学に際して、金融機関から進学資金を借り
入れた者に対して利子の一部を助成する。

教育委員会 人権教育課

就学奨励費（再掲） (99,373)

特別支援学校に就学する幼児･児童･生徒の保護者に対し、就学に
必要な経費の一部を支援する。
【対象経費】教育図書購入費、学校給食費、交通費、寄宿舎居住に
伴う経費、修学旅行費、学用品費購入費　等
【支給額】保護者の経済的負担能力の程度に応じた区分により支給

教育委員会
特別支援教育
課

189
鳥取県保育士等修学資金
貸付事業

39,480

鳥取短期大学において保育士・幼稚園教諭の資格に必要な教育を
受け、将来、県内の保育所等において、保育士等として働こうとされ
ている方で、経済的な理由により就学が困難な方に対して必要な修
学資金を貸付する。

福祉保健部 子育て応援課

190 医師確保奨学金貸付事業 258,930

全国的に医師不足が問題となる中で、本県の医療を担う人材を養
成・確保するため、鳥取大学医学部等の医学生に対して、奨学金の
貸与を行うことにより、卒業後の県内定着の促進を図る。なお、将
来、県内の指定医療機関で一定期間勤務するなどの要件を満たし
た場合は返還債務を免除する。

福祉保健部 医療政策課

191
看護職員修学資金等貸付
事業

763,455

県内に就業する看護職員、理学･作業療法士、言語聴覚士の確保
のため、各養成施設等に在学している学生に対して修学上必要な
資金の貸付を行う。 福祉保健部 医療政策課

私立幼稚園保育料軽減事
業補助金（再掲）

(5106)

私立幼稚園設置者が保護者の経済的負担を軽減するために、保育
料を軽減する場合にその所要額の一部を助成する。
・私立幼稚園同時在園保育料軽減事業費補助金 福祉保健部 子育て応援課

保育料無償化等子育て支
援事業（再掲）

(495977)

第３子以降の保育料無償化と併せて、低所得世帯を対象に、第１子
と同時在園の第２子の保育料の無償化をする市町村に対し助成す
る。

福祉保健部 子育て応援課

中山間地域市町村保育料
無償化等モデル事業（再
掲）

(72,931)

少子化、人口減少の危機に直面している中山間地域において、自治
体独自に保育料の無償化等による子育て支援施策の取組により、
若者の移住定住など地域活性化に果敢に挑戦する市町村に対して
助成を行う。

福祉保健部 子育て応援課
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

192
児童扶養手当支給事業

81,025

児童扶養手当の支給に要する経費（福祉事務所未設置町（三朝町、
大山町）のみ県で支給。市及び福祉事務所設置町村は市町村で支
給。）
※児童扶養手当：父母の離婚などにより父親(又は母親)と生計を同
じくしていない児童が養育されている母子家庭（父子家庭）の自立を
助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童の
ための手当

福祉保健部 青少年・家庭課

193
母子父子寡婦福祉資金貸
付金（修学資金、就学支度
資金）

74,490

ひとり親家庭の親及び寡婦に対し、その経済的自立の援助と生活
意欲の助長を図り、併せて扶養している児童の福祉を増進するた
め、修学資金等の資金の貸付を実施する。 福祉保健部 青少年・家庭課

194
児童養護施設等入所児童
自立支援事業

4,500

児童養護施設、里親等に措置・委託されている児童で、保護者のい
ない児童又は養育環境が適切でなく保護者からの経済的援助が見
込めない児童の社会的自立を促進するため、普通自動車運転免許
所得又は大学等への入学に要する経費を助成する。
・普通自動車運転免許取得費助成事業
　【補助上限額】一人当たり300,000円
・大学等進学支度費助成事業
　【対象】自立援助ホームのみ
　【補助上限額】一人当たり190,000円

福祉保健部 青少年・家庭課

195
施設入所児童等保証人支
援事業

800

児童養護施設等入所児童が進学・就労・賃貸住宅への入居の際
に、身元保証・連帯保証人となった施設長等が保証債務を履行した
場合に弁済した金額を助成する。
　・就職･入学時身元保証　300千円／件
　・アパート等入居時連帯保証　200千円／件
　・高校･大学等入学時借入連帯保証　300千円／件

福祉保健部 青少年・家庭課

196
喜多原学園中卒児童支援
事業（就労支援事業）

171
就労に向けて資格取得等を行うための費用を補助する。

福祉保健部 青少年・家庭課

197
特別医療費助成制度（ひと
り親家庭）

80,457

ひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、医療費の自己負担部
分の一部を助成する。（対象者：ひとり親及びその18歳の年度末に
ある子）

福祉保健部 青少年・家庭課

198
児童養護施設退所者等自
立支援資金貸付事業

1,007

・児童養護施設等を退所し就業した者、又は大学等へ進学した者に
対して、住居や生活費などの安定した生活基盤の確保を目的とし
て、家賃相当額や生活費の貸付を行うための経費を助成する。
・児童養護施設に入所中の者等に対して、就職に必要な各種資格を
取得するために必要な費用の貸付を行うための経費を助成する。

福祉保健部 青少年・家庭課

199
鳥取県未来人材育成基金
設置事業

243,424

大学生等の県内就職又は就業を促進するため、県内産業界の協力
を得て、「鳥取県未来人材育成基金」を設置し、県内に就職する大学
生等が借り入れた奨学金の返還額の一部を助成する。
【拡充】
対象業種の拡大（民間の保育士・幼稚園教諭)

商工労働部 就業支援課

200
退所児童等アフターケア事
業

13,442

自立生活を送る上で様々な困難を抱える児童養護施設等退所(予
定)児童等の社会的自立の促進を図るため、就職や住居、交友関係
等に関する相談･支援を行うとともに、相互に意見交換や情報交換
等を行う自助グループ活動への支援等を実施する。

福祉保健部 青少年・家庭課

201
自立援助ホーム体制機能
強化事業

7,488

　義務教育終了後、就労しながら自立を図る児童･者が利用する自
立援助ホームが、就労支援・生活指導等の入居者の個別対応にあ
たる職員を国の配置基準を超えて雇用する際に要する経費を助成
し、自立援助ホームの相談・支援体制の拡充を図る。

福祉保健部 青少年・家庭課

202
喜多原学園中卒児童支援
事業

3,147

児童自立支援施設喜多原学園に入所する中卒児に対して、きめ細
かな学習支援・就労支援を行うことにより、児童の社会的自立を促
進する。

福祉保健部 青少年・家庭課

203
児童養護施設等入所児童
自立支援事業

4,500

児童養護施設等に入所している児童の自立支援のため、自動車運
転免許の取得又は　大学等への入学に要する費用の一部を助成す
る。

福祉保健部 青少年・家庭課

204
児童養護施設等の生活向
上のための環境改善事業

15,094

ファミリーホーム等の新設や小規模グループケアの実施に必要な内
部改修・備品購入への助成を行い、施設の小規模化の推進や施設
入所児童の生活向上を図る。 福祉保健部 青少年・家庭課

205
児童養護施設退所者等自
立支援資金貸付事業

1,007

児童養護施設等を退所し就業した者、又は大学等へ進学した者に
対して、住居や生活費などの安定した生活基盤の確保を目的とし
て、家賃相当額や生活費の貸付を行うための経費を助成する。
児童養護施設に入所中の者等に対して、就職に必要な各種資格を
取得するために必要な費用の貸付を行うための経費を助成する。

福祉保健部 青少年・家庭課

３　児童虐待の予防、早
期発見、早期対応その他
の児童虐待の対策を行う
こと。

206 児童虐待防止対策事業 22,848

児童虐待の対応において、虐待が深刻化する前の早期発見、早期
対応を図るとともに、児童虐待の未然防止を図る。
・児童虐待防止関係機関連絡会（県・圏域別　年2回）
・児童虐待事例検討会（各児童相談所　年6回）
・児童相談所職員等への県外講師などによる専門的研修（年9回）
・児童虐待対応協力員の配置（各児童相談所に2名配置）
・弁護士への法律相談
・弁護士への個別案件の依頼
・未成年後見人の報酬補助

福祉保健部 青少年・家庭課

２　保護者がいない又は
保護者に養育させること
が適当でないと認められ
る子どもの社会的自立の
支援及び援助を行うこ
と。
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

207
児童虐待防止広報啓発強
化事業

2,473

児童虐待防止普及啓発キャンペーン等の企画・実施を外部機関に
委託し、効果的な広報啓発を実施する。
【実施想定】
・啓発用リーフレット　110,000部
・配布用ティッシュ　各3,000部
・横断幕、懸垂幕（県内6箇所）　等

福祉保健部 青少年・家庭課

208
児童虐待防止関係機関人
材育成事業

1,276

市町村職員や保健師、保育士等に対してそれぞれの職種に応じた
児童虐待に関する研修会を開催し、児童虐待の未然防止や早期発
見・早期対応に必要な関係機関職員の資質向上を図る。
（１）市町村母子保健担当保健師研修
（２）保育士等児童虐待対応研修
（３）市町村における子育て講座指導者養成研修
（４）要保護児童対策地域協議会調整機関専門職研修

福祉保健部 青少年・家庭課

209 被害児童の継続的支援 －

少年サポートセンターに配置された少年警察補導員を中心として、
被害児童に対するカウンセリング等の継続的支援を行い、必要に応
じて関係機関と連携を図る。 警察本部

警察本部少年
課

210
ひとり親家庭等就業・自立
支援事業

6,312

ひとり親家庭の就業をより効果的に促進するため、就業相談から技
能講習、就業情報の提供にいたるまでの就業支援サービス等を提
供する。

福祉保健部 青少年・家庭課

211
母子・父子自立支援員設置
費

5,266

ひとり親家庭等の就業や生活全般に関する相談指導、援助を行うた
め、中部・西部福祉保健局に母子・父子自立支援員を設置する。（各
市及び福祉事務所設置町村にもそれぞれ設置されている。） 福祉保健部 青少年・家庭課

212
ひとり親家庭自立支援給付
金事業

4,450

職業能力開発の講座を受講、又は資格取得のために養成機関で修
業する母子家庭の母及び父子家庭の父に対し、ひとり親家庭自立
支援給付金を支給し、経済的な自立を支援する。 福祉保健部 青少年・家庭課

213
ひとり親家庭高等職業訓練
促進資金貸付事業

1,987

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有
利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、修学を容易にす
るための資金を貸し付ける実施主体に補助し、ひとり親の資格取得
を促進し、自立の促進を図る。

福祉保健部 青少年・家庭課

214 ひとり親家庭学習支援事業 24,377

ひとり親家庭の児童を対象に、教員ＯＢや大学生等の学習支援員に
よる学習支援を実施する。（市町村に対する間接補助事業）
また、学習塾形式で実施する場合、学習会場までの送迎支援を行っ
た市町村に対し、送迎に要する経費を単県で補助する。

福祉保健部 青少年・家庭課

215 該当無し －

県営住宅の入居者の募集において、子育て世帯、母子・父子世帯、
妊婦がいる世帯は優先入居制度の対象としており、一般の入居希
望者よりも優先して選考する取扱いを実施している。 生活環境部

住まいまちづくり
課

216
鳥取県居住支援協議会活
動支援事業

8,956

鳥取県あんしん賃貸支援事業を始めとする鳥取県居住支援協議会
の活動に係る経費の一部を支援する。
（あんしん賃貸支援事業において、子育て世帯等の民間賃貸住宅等
への円滑な入居を支援するため、専任の相談員による相談対応等
を行う。）

生活環境部
住まいまちづくり
課

217
地域で進める特別支援教
育充実事業

10,617

障がいのある幼児児童生徒の自立と社会参加を目指した取組を進
め、「共生社会」の形成に向けて、地域の体制づくりを進める。

教育委員会
特別支援教育
課

発達障がい児童生徒等支
援事業（再掲）

(14,086)

発達障がいのある児童生徒等に小・中・高等学校等において、一貫
した支援を行うために、早期からの指導・支援の充実を図るととも
に、より一層の体制整備の充実を図る支援を行う。 教育委員会

特別支援教育
課

特別支援教育充実費（再
掲）

(14,588)

県内の特別な支援を必要とする子どもたちのためにできることや必
要なことについて、保護者や関係者を中心に、多くの県民と意見交
換会を行う。

教育委員会
特別支援教育
課

218
県立特別支援学校通学バ
ス運行管理委託事業

155,427

県立特別支援学校に通学する児童生徒の通学の安全確保及び保
護者の負担軽減を図るため、通学バスを委託運行する。

教育委員会
特別支援教育
課

219
特別支援学校児童生徒通
学等支援事業

39,613

県立特別支援学校の児童生徒の通学の安全確保、社会的自立及
び保護者の負担軽減を図るため、通学支援員を外部委託し、また市
町村等が行う通学支援に対し交付金を交付する。 教育委員会

特別支援教育
課

保育サービス多様化促進
事業（障がい児保育、乳児
保育事業）（再掲）

(142,121)

保護者の勤務形態の多様化、核家族化の進行、特別な支援を必要
とする児童の増加などに伴う様々な保育需要に柔軟に対応すること
により、安心して子どもを生み育てやすい環境を整備するとともに、
児童の福祉の向上を図ることを目的として、保育士等の加配事業を
行う市町村に対して補助を行う。
【障がい児保育】
各市町村が特別な支援が必要と認めた子どもに対して、保育士等を
配置する場合に助成する。
（新規）【医療的ケア児に対する支援】
医療的ケア児を保育所で受け入れるために、市町村において看護
師配置等の取組を実施する経費について助成する。
【乳児保育】
年度中途の乳児の入所に対応するため、年度当初から３ヶ月分の
保育士等を配置する経費に対して助成する。

福祉保健部 子育て応援課

４　ひとり親家庭に対する
相談体制の充実、就業支
援等により、ひとり親家庭
の自立を支援すること。

５　障がい児が地域で安
全かつ安心に生活できる
よう、人生の段階に応じ
た支援を行い、並びに障
がい児に対する理解及び
関心を深めること。
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番号 事業名 予算額 事業概要 部等 担当課区分

220
私立幼稚園運営費補助金
（私立幼稚園運営費補助
金）

436,507

私立幼稚園の教育内容の充実、保護者負担の軽減、学校経営の健
全性を高めるため、私立幼稚園の運営費に対して助成を行う。
・私立幼稚園運営費補助金
※国の平成29年度当初予算案において、子ども・子育て支援新制度
の対象となっている保育所、認定こども園等の保育士等の処遇改善
が実施されたことを踏まえ、件として私立幼稚園に係る県の助成に
おいても処遇改善に要する経費への補助を行う。

福祉保健部 子育て応援課

221
小児慢性特定疾病児童等
自立支援事業

4,988

慢性疾病により長期にわたり治療を必要とする児童等の自立及び
成長支援について、慢性疾病児童等及びその家族からの相談に応
じ、必要な情報の提供、助言を行うとともに、地域の社会的資源を活
用し、利用者の環境に応じた支援を行う。

福祉保健部 子育て応援課

222
重度障がい児者医療型
ショートステイ整備等事業

19,910

医療的ケアが必要な在宅の重度障がい児者が安心して短期入所が
利用できるよう、医療機関が当該障がい児者を受け入れる体制を整
備し、重度訪問介護事業所のヘルパー等を派遣するために必要な
経費を助成する。

福祉保健部
子ども発達支援
課

223
児童発達支援センター利用
軽減事業

1,047

児童発達支援センターを利用している児童の保護者に対し、同一世
帯内の第２子や第３子以降の同センターを利用する児童の利用者
負担を軽減する。 福祉保健部

子ども発達支援
課

224
NICUからの地域移行支援
事業

3,199

NICU等（新生児集中治療室及び集中治療室等）での治療が終了し、
医療機関から自宅に帰る間に訪問看護師による支援が行われた場
合、訪問看護師を派遣した訪問看護事業所に助成を行う。 福祉保健部

子ども発達支援
課

225

障がい児・者在宅生活支援
事業
（一部他事業から予算組
替）

14,455

障がい児者の在宅生活を支援するため、ニーズは高いが障害者総
合支援法等の対象とならない事業（身体障害者手帳交付対象外の
難聴児への補聴器購入等助成事業等）を実施する市町村に助成す
る。

福祉保健部
子ども発達支援
課

226
発達障がい者支援体制整
備事業

4,866

発達障がい児者及び家族に対し、ライフステージに応じて一貫した
支援を行うため、県全体の発達障がいに係る支援施策について検
討し、家族支援や人材育成などの支援体制の整備を図る。 福祉保健部

子ども発達支援
課

227
発達障がい情報発信強化
事業

3,709

発達障がい児者の保護者への情報提供（医療、福祉、教育等）及び
県民への発達障がいに関する正しい理解を深めていただくための普
及啓発を行い、本人・保護者が地域で安心・安全に暮らせる環境作
りを進める。

福祉保健部
子ども発達支援
課

228
障がい児等地域療育支援
事業

7,504

在宅の重症心身障がい児者、知的障がい児、身体障がい児、発達
障がい児及びその保護者等が身近な地域で療育指導や相談を受け
られる体制の充実を図る。 福祉保健部

子ども発達支援
課

229
鳥取発！スポーツでつなが
る共生社会充実事業

5,401

・特別支援学校の学校体育施設を拠点として、特別支援学校の児童
生徒や卒業生、地域住民等がスポーツを通じて共生社会の実現を
目指す。また、児童生徒が居住地にあるスポーツクラブに参画する
ための支援を行う。
・学校間交流を通して、障がい者スポーツの振興を図るとともに、障
がいのある子どもとない子どもが障がい者スポーツの楽しさをともに
味わい、障がいのある人の社会参加や障がいに対する理解を深め
る。

教育委員会
特別支援教育
課

230 手話で学ぶ教育環境事業 18,504

ろう者とろう者以外が互いに理解しあう共生社会を目指し、学校にお
けるろう及び手話への理解が深まるよう、教育面における手話に関
する教育環境の充実を図る。 教育委員会

特別支援教育
課

６　不登校、ひきこもり等
の困難を抱える子どもに
対して必要な支援を行う
こと

231
とっとり若者自立応援プラ
ン推進事業

538

・鳥取県若者自立応援ネットワーク会議を運営する。
・相談窓口紹介リーフレットを作成・配布する。
・困難な状況にある若者への理解を深めるとともに、相談機関のPR
を図るフォームラムを開催する。
・相談窓口の充実研修を実施する。
・若者関連情報を集約・発信するサイトの運営

福祉保健部 青少年・家庭課

高等学校等における不登
校（傾向）生徒等支援事業
（再掲）

(6,733)

・高等学校等における不登校（傾向）生徒や、概ね２０歳までのひき
こもりの青少年を、対象に、教育相談（本人、保護者、家族）・社会性
育成のトレーニング・学習支援・就労支援等を行い、学校復帰や社
会参加に向けて支援する。

教育委員会
いじめ・不登校
総合対策セン
ター

232 ひきこもり対策推進事業 13,559

ひきこもり状態にある者及びその家族に対する相談支援等やひきこ
もり支援に携わる関係者に対する研修を行い、ひきこもり者が社会
参加できる環境を整備する。 福祉保健部 健康政策課

233
コミュニケーション支援事業
人材の育成事業

7,214

言葉の支援が必要な外国出身の子どもに対する通訳ボランティアの
派遣、その支援のスキルアップ、ネットワークづくりのための研修の
開催、日本語クラスにおける日本語の指導等の支援を国際交流財
団で実施する。

観光交流局 交流推進課

234
フリースクール連携推進事
業

7,500

県内において私立学校等の民間事業者が鳥取県教育委員会策定
の 版「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」に沿って
フリースクールを設置運営する場合にその経費の一部を助成する。 地域振興部

教育・学術振興
課

※予算額の（　）は再掲
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