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２ 令和２年度一般会計当初予算歳出の主な事業【福祉子どもみらい局関係】 

 

 (1)  ２款 総務費  11項 青少年費 

  ・ 青少年対策企画調整費 

 3,742千円 【予算に関する説明書 89頁】 

     「神奈川県青少年問題協議会」において、青少年に関する総合的

施策の重要事項の調査審議を行うほか、青少年育成・支援指針の作

成等を行う。 

 

  ・ 子ども・若者支援事業費 

 36,333千円 【予算に関する説明書 89頁】 

     困難を有する子ども・若者を支援するため、「かながわ子ども・

若者総合相談センター」の相談業務として、ＳＮＳを利用した相談

を実施する。また、ニート等の働くことに悩みを抱える若者を支援

する「地域若者サポートステーション」を運営する。 

 

・ 青少年人材養成費 

 11,138千円 【予算に関する説明書 90頁】 

     青少年の多様な体験学習の促進を図るため、青少年支援・指導者

を育成するための研修を実施するとともに、その活動を支援する。

また、ネット依存など、青少年が直面する課題に対応するため、

「チェンジライフキャンプ」を実施するとともに、ボランティアの

養成を図る。 

 

  ・ 青少年社会環境健全化推進費 

 8,341千円 【予算に関する説明書 90頁】 

     青少年を取り巻く社会環境の健全化に向け、｢神奈川県青少年保

護育成条例｣及び「神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例」の適切な運

用や一層の周知、啓発を図るほか、県民総ぐるみで社会環境の健全

化を進める運動を展開する。 

 

・ 藤野芸術の家運営費補助 

 82,847千円 【予算に関する説明書 90頁】 

     民間貸付を行っている宿泊型体験活動施設である藤野芸術の家の

管理運営に必要な経費を補助する。 

 

- 2 -



  ・ 結婚支援推進事業費 

 2,541千円 【予算に関する説明書 90頁】 

     結婚を希望する者がその希望を実現できるよう、企業・団体や市

町村等との連携を促進するとともに、「恋カナ！サイト」でのイベ

ント情報の発信など、結婚に向けた機運を醸成する。 

 

  ・ 青少年センター事業費 

 43,402千円 【予算に関する説明書 90頁】 

ア 青少年文化活動等推進事業費 

 9,080千円 

      最先端の科学を担う県内の様々な企業や研究機関との連携を深

め、青少年が先端科学を直接体験できる機会を創出する。また、

演劇手法を活用した青少年支援に取り組む。 

 

イ 青少年相談等支援事業費 

       34,322千円 

      ひきこもり・不登校など青少年の様々な悩みに適切に対応する

ため、ＮＰＯと協働した自立支援事業を実施するとともに、ＮＰ

Ｏが実施する相談事業に対して補助する。また、青少年センター

での相談窓口を運営する。 

 

○新・ 青少年センターホール天井改修工事設計費 

 20,700千円 【予算に関する説明書 90頁】 

     青少年センターホールの天井の改修工事のために必要な実施設計

を行う。 

 

 (2)  ４款 民生費  １項 社会福祉費 

 ・ 社会福祉施設職員退職手当共済費補助  

  1,316,066千円 【予算に関する説明書 100頁】 

     社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき、退職手当金の支給

財源として、（独）福祉医療機構に対して補助する。 
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・ 権利擁護推進事業費    

 247,553千円 【予算に関する説明書 100頁】 

判断能力が十分でない高齢者や障がい者等の権利擁護を推進す

るため、福祉サービス利用に関する援助や、日常的な金銭管理の

支援等を行う日常生活自立支援事業に対して補助する。また、成

年後見制度の相談や法人後見の支援等を行うかながわ成年後見推

進センターを運営する。 

 

・ 地域福祉推進事業費  

  72,826千円 【予算に関する説明書 100頁】 

福祉的支援が必要な刑務所等の矯正施設退所予定者の自立促進

を図るため、地域生活定着支援センターにおいて、退所予定者と

受入先となる福祉サービス施設等との調整を行う。また、福祉サ

ービスの質の向上及び利用者のサービス選択を支援するため、か

ながわ福祉サービス第三者評価推進機構の運営等に対して補助す

る。 

 

・ 民生委員児童委員活動推進事業費       

         269,103千円 【予算に関する説明書 100頁】 

民生委員・児童委員の活動の推進と、資質の向上を図るため、

民生委員・児童委員の活動費を補助するほか、神奈川県民生委員

児童委員協議会の活動に対して補助する。 

 

・ みんなのバリアフリー街づくり推進事業費    

 3,808千円 【予算に関する説明書 100頁】 

バリアフリーの街づくりの取組みを推進するため、普及啓発事

業を行う。また、カラーバリアフリーの普及促進を図るため、ア

ドバイザーの派遣等を行う。 

 

一部○新・ 共生社会推進事業費 

61,447千円 【予算に関する説明書 100頁】 

ア 共生社会仕組みづくり外出支援モデル事業費 

 11,588千円 

誰もが支え合い、受け入れ合う持続可能な共生社会の実現のた

め、交通不便地域において移動に困っている人々を、地域住民、

市、ＮＰＯ等が互いに協力して支える外出支援モデル事業につい

て、そのスタートアップ部分を支援する。 
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○新  イ  障がい者文化芸術普及支援事業費 

 24,350千円 

障がいの程度や状態にかかわらず、誰でも文化芸術を鑑賞、創

作、発表する機会の創出や環境整備を行うため、「ともいきアー

ト」の展示や創作活動支援等を実施する。 

 

○新  ウ  未来型障がい者就労支援等事業費 

 16,940千円 

分身ロボットの活用による障がい者等の新たな社会参加・就労

支援を実証するため、文化芸術公演の遠隔鑑賞や対話の広場への

遠隔参加等を行うとともに、県での就労機会を拡大する。 

 

○新  エ  農福連携マッチング等支援事業費 

 4,284千円 

障がい者の日中活動の場の充実や農業分野での就労機会の確保

及び工賃向上を図るとともに、農業の担い手を確保するため、Ｎ

ＰＯ、農業協同組合、市町村等と連携して「農福連携かながわモ

デル」を構築する。 

 

○新  オ  地域の支え合い仕組みづくり事業費 

 4,285千円 

地域における自主的な課題解決の取組みを後押しするため、災

害時の支援等４分野について、地域住民、市町村、ＮＰＯ等で構

成する協議体からの提案事業を外部審査会で選考・採択し、コー

ディネートなどのスタートアップ支援等を行う。 

 

一部○新・ 手話言語普及推進事業費   

20,419千円 【予算に関する説明書 100頁】 

ア 手話言語普及推進事業費 

 13,914千円 

ろう者とろう者以外の者の相互理解を深めるため、手話講習

会や手話普及イベント等を行う。 
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○新   イ 聴覚障がい児等手話言語獲得支援事業費 

 6,505千円 

聴覚障がいのある乳幼児が手話言語を獲得することを支援す

るため、乳幼児及び保護者を対象として、絵本の読み聞かせや

手話遊びなど、大人のろう者とふれあう手話交流会等を開催す

る。 

 

・ 福祉タクシー車両導入促進事業費補助 

21,150千円 【予算に関する説明書 100頁】 

障がい者や高齢者が容易に移動できる環境を整備し社会参加を

促進するため、タクシー事業者等の福祉タクシー車両購入に対し

て補助する。 

 

 ・ 福祉人材養成確保事業費  

655,795千円 【予算に関する説明書 100頁】 

福祉・介護人材の参入を促進するため、介護分野での就労未経

験者を対象に、初任者研修等を行うとともに、介護サービス事業

所等への就労支援を行う。また、退職を控えたアクティブシニア

層を対象に、介護分野での就労に関する出張説明会等を行う。 

 

 ・ 外国人留学生介護分野受入環境整備事業費  

32,814千円 【予算に関する説明書 100頁】 

外国人留学生が介護福祉士の資格を取得し、県内で介護業務に

就労することを支援するため、留学生と受入介護施設等とのマッ

チング事業を行う。また、介護施設等が受け入れた留学生に給付

する学費や住居費等に対して補助する。 

 

・ 中国残留邦人等援護費 

22,906千円 【予算に関する説明書 100頁】 

中国等からの永住帰国者の円滑な自立と生活を支援するため、

身元引受人の派遣及び日本語学習、生活、就労相談などを行う。 

 

・ 原爆被爆者援護対策費 

1,618,900千円 【予算に関する説明書 100頁】 

原子爆弾被爆者等の援護のため、医療特別手当、健康管理手当等 

の支給や、健康診断等を実施する。 
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 ・ 人権施策推進事業費   

50,744千円 

 

【予算に関する説明書 101頁】 

人権がすべての人に保障される地域社会づくりを目指し、人権メ

ッセージ展の開催など幅広い人権啓発活動等を行うほか、性的マイ

ノリティ（ＬＧＢＴ等）の当事者支援事業や、ヘイトスピーチ対策

事業等を実施する。 

  

【予

算に関する説明

書 101頁】 

 

・ 男女共同参画施策推進費 

 5,316千円 【予算に関する説明書 101頁】 

     男女共同参画社会の実現に向けて、「かながわ男女共同参画推進

プラン（第４次）」の推進に取り組み、中学・高校におけるライフ

キャリア教育を支援する。 

 

 一部○新 一部○新 ・ 配偶者等暴力対策事業費  

 95,023千円 【予算に関する説明書 101頁】 

     配偶者等からの暴力の被害者支援を総合的に推進するため、被

害者の一時保護、同伴児へのケア及び被害者の自立支援事業を実施

するほか、民間団体が実施する先進的な取組みに対する補助を拡充

する。また、児童虐待対応との連携を強化するため、新たに「児童

虐待防止対応コーディネーター」を配置する。 

 

  ・ 女性保護施設管理費 

 148,265千円 【予算に関する説明書 101頁】 

ア さつき寮指定管理費 

 135,286千円 

      援助を必要としている女性を入所保護し、生活支援等を通じて

自立支援を行うとともに、施設の管理運営を行う。 

     （現基本協定に定める年割額からの変更点：入所者の見込み減に

伴う指定管理料の減 年額△10,678千円、影響する年度 令和２

年度） 

 

○新 ・ 男女共同参画施設耐震補強工事実施設計費 

4,600千円 【予算に関する説明書 101頁】 

男女共同参画施設の耐震補強工事のために必要な実施設計を行

う。 
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 ・ かながわ男女共同参画センター事業費  

 62,809千円 【予算に関する説明書 101頁】 

     男女共同参画社会の実現に向けて、女性の社会参画やキャリア形

成支援に関する講座、市町村等と連携した意識啓発事業を実施する

とともに、女性の活躍を応援する社会的ムーブメントを拡大するた

め、「かながわ女性の活躍応援団」による全体会議・シンポジウム、

啓発講座への講師派遣などを実施する。また、「配偶者暴力相談支

援センター」として、ＤＶ相談（電話・面接・専門相談など）、Ｄ

Ｖ啓発事業等を実施する。 

 

(3)  ４款 民生費  ２項 障害福祉費 

・ 障害者自立支援等給付費   

51,882,495千円 【予算に関する説明書 102頁】 

障がい児・者が自立した生活を営むことができるよう支援する

ため、障害者総合支援法等に基づき、市町村が支弁する障がい福

祉サービス等に要する費用を負担する。 

 

・ 障害者地域生活支援事業費     

2,156,883千円 【予算に関する説明書 103頁】 

障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる

よう支援するため、広域的、専門的な観点から、発達障害者支援

センターの運営などの専門性の高い相談支援事業や人材育成等を

行うとともに、地域生活支援事業を実施する市町村に対して補助

する。 

 

 ・ ともに生きる社会推進事業費  

50,000千円 【予算に関する説明書 103頁】 

憲章の理念を県民に広く深く浸透させるため、市町村や団体、

教育と連携を図り、県内各地域のイベントへの参加や学校での普

及啓発を行う。また、ポータルサイトでの情報発信や障がい者団

体とイベント主催者とのマッチングを行うとともに、ＳＮＳを活

用した広報等を行う。 
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一部○新・ 津久井やまゆり園再生推進事業費 

58,899千円 【予算に関する説明書 103頁】 

ア 津久井やまゆり園意思決定支援推進事業費 

   41,470千円 

令和３年度中の移転に向け、利用者の望む暮らしを実現するた

め、意思決定支援専門アドバイザーの派遣等支援体制を整備し、

利用者の意思決定支援を進める。 

 

   イ 津久井やまゆり園地域生活移行推進事業費 

    12,077千円 

意思決定支援に基づく津久井やまゆり園利用者の地域生活移行

を支援するため、地域移行支援従事者の配置に対して補助すると

ともに、利用者を受け入れるグループホームの施設整備や運営面

でのバックアップ、基準を超える手厚い職員配置に対して補助す

る。 

 

  ○新  ウ 津久井やまゆり園再生地域交流モデル構築事業費 

 5,352千円 

  津久井やまゆり園の地域交流を推進し、これからの障害者支

援施設が目指すべきモデルを構築するため、地域課題の分析や

ワークショップの開催等を行う。 

 

○新・ 意思決定支援普及・定着事業費 

9,414千円 【予算に関する説明書 103頁】 

     意思決定支援の普及・定着のため、障害福祉サービス事業所職

員等への意思決定支援講座の開催、保護者向けリーフレットの配

布、支援の中核となる職員への意思決定支援講義の実施のほか、

動画教材を作成し県ホームページで配信する。 

 

一部○新・ 障害福祉地域サービス推進事業費 

663,500千円 【予算に関する説明書 103頁】 

     障がい者の地域生活移行を促進し、その生活を支えるため、グ

ループホームの運営支援や体験利用の受入れ支援、医療型短期入

所事業所の開設支援等を行うとともに、市町村が実施する地域生

活支援関連事業に対して補助する。 
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  ○新   ア 重度障害者地域移行支援補助 

  9,000千円 

医療的ケアが必要な重度障がい者が地域でその人らしく暮ら

すことを支援するため、重度障がい者の移動や日中活動の支援

を行う介護サービス事業者等に対して補助する。 

 

・ 障害者地域活動支援事業費   

        113,285千円 【予算に関する説明書 103頁】 

障がい者の職業生活における自立を図るため、就職や職場への

定着が困難な障がい者及び就業経験のない障がい者に対し、障害

者就業・生活支援センターにおいて、対象者の家庭や職場の訪問

等により、就業、日常生活、社会生活上の支援等を行う。 

 

・ 障害福祉施設等地域サービス事業費           

72,563千円 【予算に関する説明書 103頁】 

障がい者の地域生活を支援するため、相談支援専門員を対象と

する専門的研修の実施や複数の相談支援専門員を配置する事業所

への補助等により相談支援体制の充実強化を図るほか、たんの吸

引等の医療的ケアを実施できる介護職員など地域における支援人

材の養成を行う。 

 

・ 障害福祉施設先進技術活用促進事業費   

3,000千円 【予算に関する説明書 103頁】 

障害者支援施設等の実情に応じて策定する介護の負担軽減等を

図るロボット導入計画の実現のため、一定額以上のロボット等の

導入に対して補助する。 

 

・ 民間障害福祉施設整備費補助   

70,390千円 【予算に関する説明書 103頁】 

障がい者の日中活動及び住まいの場を確保するとともに、火災

時の被害を防止するため、グループホーム等の整備やスプリンク

ラーの設置に対して補助する。 

 

  ・ 障害福祉施設指定管理費 

 1,826,796千円 【予算に関する説明書 104頁】 
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ア 神奈川県ライトセンター指定管理費 

291,642千円 

      県内の視覚障がい者を対象に、点字、録音図書等の貸出し及び

各種の指導訓練事業、スポーツ振興事業等を行うとともに、視覚

障がい者に対するボランティア活動を振興するほか、施設の管理

運営を行う。 

 

イ 神奈川県聴覚障害者福祉センター指定管理費 

 146,717千円 

      県内の聴覚障がい者を対象に、字幕入りビデオ等の貸出し、各

種の指導訓練事業及び情報提供を行うとともに、聴覚障がい者に

対するボランティア活動を振興するほか、施設の管理運営を行う。 

      

ウ  津久井やまゆり園指定管理費 

 293,064千円 

      障がい者に対し、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援

以外の施設障がい福祉サービスや診察等を行うほか、施設の管理

運営を行う。 

 

エ  愛名やまゆり園指定管理費 

 283,668千円 

      障がい者に対し、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援

以外の施設障がい福祉サービスや診察等を行うほか、施設の管理

運営を行う。 

      

オ  厚木精華園指定管理費 

 207,558千円 

      障がい者に対し、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援

以外の施設障がい福祉サービスや診察等を行うほか、施設の管理

運営を行う。 

      

カ  三浦しらとり園指定管理費 

 604,147千円 

      知的障がいのある児童及び障がい者に対し、施設入所支援を行

うとともに、施設入所支援以外の施設障がい福祉サービスや診察

等を行うほか、施設の管理運営を行う。      
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・ 在宅重度障害者等手当支給費   

606,156千円 【予算に関する説明書 104頁】 

障がい者福祉の増進を図るため、在宅の重度障がい者等に対し

手当を支給する。 

 

・ 重度障害者医療給付事業費補助            

4,959,861千円 【予算に関する説明書 104頁】 

重度障がい者の健康の保持及び増進を図るため、重度障がい者

の医療費助成を行う市町村に対して補助する。 

 

 ・ 盲ろう者支援事業費  

          9,812千円 【予算に関する説明書 104頁】 

視覚と聴覚の両方に障がいのある盲ろう者の自立と社会参加を推

進するため、盲ろう者支援センターを運営し、盲ろう者を対象とす

る相談及び盲ろう者通訳・介助員の質の向上に向けた研修の充実を

行う。 

 

 ・ 障害福祉諸費 

             22,029千円  

 

【予算に関する説明書 104頁】 

ア 共生社会実現フォーラム開催事業費 

 1,882千円 

ともに生きる社会への理解を深めることと併せて、障害者差別

解消法に基づく合理的配慮や不当な差別的取扱いの禁止等の制度

への理解を深めていくため、広く県民に向けて共生社会実現フォ

ーラムを開催する。 

 

 ・ 津久井やまゆり園新築工事費  

         2,862,000千円 【予算に関する説明書 104頁】  

安心して安全に生活できる場所を確保するため、津久井やまゆり

園（相模原市緑区千木良）について、建替工事及び改修工事を行う。 

 

 ・ 芹が谷やまゆり園（仮称）整備維持管理費  

           1,200,324千円  【予算に関する説明書 104頁】 

安心して安全に生活できる場所を確保するため、芹が谷やまゆ

り園（仮称）（横浜市港南区芹が谷）について、民間活力を活用し

た建替工事を行う。 
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(4)  ４款 民生費  ３項 老人福祉費 

一部○新・  高齢者保健福祉計画等推進事業費       

15,210千円 【予算に関する説明書 105頁】 

一部○新  ア 地域包括ケア推進事業費 

  6,590千円 

 

地域包括ケアシステムを推進するため、県及び各保健福祉圏

域の広域的地域ケア会議の開催、在宅医療・介護連携推進事業

研修会の開催、市町村の地域ケア会議への専門職派遣、地域包

括支援センターの職員等に対する研修等を行う。 

 

一部○新・  ねたきり・認知症高齢者対策事業費       

83,996千円 【予算に関する説明書 105頁】 

認知症の人や家族が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう

支援するため、医療と介護の連携の核となる認知症疾患医療セン

ターの運営や、オレンジパートナーをはじめとする認知症サポー

ターの活動支援等、認知症施策を推進する。 

 

 一部○新・ 介護ロボット普及推進事業費  

105,191千円 【予算に関する説明書 105頁】 

介護施設職員等に対し、介護ロボットの活用現場を体験する機会

を設けるとともに、介護施設等への介護ロボットやＩＣＴの導入に

対して補助する。また、介護サービス事業所を対象として介護ロボ

ットやＩＣＴの導入に向けたセミナーを開催する。 

 

・ 高齢者社会活動推進事業費               

49,844千円 【予算に関する説明書 105頁】 

高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、老人クラブ及

び老人クラブ連合会の活動経費に対して補助する。また、高齢者

が生活支援サービス等の担い手になるために必要な知識を習得す

る研修を行う。 

 

 ・ 介護・認知症未病改善プログラム事業費  

16,497千円 【予算に関する説明書 105頁】 

認知症未病改善のため、県民がコグニサイズに取り組みやすい環

境づくりとして、地域の実践者が交流する機会を設けるほか、フォ

ローアップ講師を派遣するなど、コグニサイズの更なる普及・定着

を推進する。 
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・ 軽費老人ホームサービス提供費補助     

661,850千円 【予算に関する説明書 105頁】 

身寄りのない高齢者や家族との同居が困難な高齢者を対象とす

る軽費老人ホームに入居する低所得者の負担を軽減するため、サ

ービスの提供に要する費用に対して補助する。 

 

・ 民間老人福祉施設整備費補助   

500,850千円 【予算に関する説明書 106頁】 

一部○新  ア 特別養護老人ホーム整備費補助 

  500,850千円 

 

在宅での介護が困難な重度の要介護高齢者に介護を行う特別

養護老人ホームの整備費用に対して補助する。 

 

・ 介護施設整備費補助 

4,524,205千円 【予算に関する説明書 106頁】 

一部○新  ア 地域密着型サービス施設等整備費補助  

1,960,806千円 

市町村で提供される地域密着型サービスの強化を図るため、

小規模多機能型居宅介護事業所や認知症高齢者グループホーム

等の整備に対して補助する。 

 

・ 介護施設職員研修事業費  

24,908千円 【予算に関する説明書 106頁】 

 ア 生活支援コーディネーター養成研修事業費  

7,360千円 

地域における生活支援等サービスの提供体制の整備に向けた

取組みを推進するため、生活支援コーディネーター等に対し研

修を行うとともに、市町村に助言等を行うアドバイザーを派遣

する。 

 

・ 介護給付費負担金  

96,644,079千円 【予算に関する説明書 106頁】 

介護保険制度の円滑な運営を図るため、介護保険法に基づき市

町村が行う介護給付、予防給付及び介護保険料の軽減措置並びに

地域支援事業に要する経費の一部を負担する。 

 

一部○新・ 介護保険事業者指定・指導監査等事業費     

   82,601千円 【予算に関する説明書 106頁】 
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一部○新  ア 介護保険事業者指定・指導監査事業費 

                     79,590千円 
 

介護保険サービスを適切に提供するため、介護サービス事業者

の適切な指定・指導を行うとともに、介護現場においてハラスメ

ントが発生した場合の対応等に関する管理者向けの研修を行う。

また、介護サービス利用者のサービス選択を支援するため、事業

者のサービスに関する情報を公表する。 

 

・  介護人材育成推進事業費  

6,386千円 【予算に関する説明書 106頁】 

たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員を養成する際の課題に

対応するため、実地研修先の確保や喀痰吸引等研修の受講を支援す

る。 

 

(5)  ４款 民生費  ４項 生活保護費 

・ 生活保護法施行事務費                      

              217,204千円 【予算に関する説明書 107頁】 

県保健福祉事務所での生活保護の適正な運営を図るため、生活

保護の認定事務に係る各種調査を充実し、医療扶助に係る診療報

酬明細書の点検等を実施するとともに、就労の機会を提供するな

ど、一人ひとりの生活保護受給者にとって必要な支援を行う。 

 

・ 生活福祉資金貸付事業費補助     

                  64,823千円 【予算に関する説明書 107頁】 

低所得者世帯、高齢者世帯、障がい者世帯の経済的な自立や、

在宅福祉等の促進を図るため、（福）神奈川県社会福祉協議会が

行う生活福祉資金貸付事業に対して補助する。 

 

  一部○新・ 生活困窮者自立支援事業費             

        98,539千円 【予算に関する説明書 107頁】 

自立支援相談機関の相談支援員が生活困窮者から相談を受け、

就労等による自立に向けた支援を行う。また、新たに社会資源の

広域的な開拓・市域を越えたネットワークづくり事業を行うとと

もに、生活困窮世帯の子どもの健全育成のための事業等を行う。 
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○新・ 無料低額宿泊所消防用設備整備費補助             

        18,359千円 【予算に関する説明書 107頁】 

無料低額宿泊所における防火安全対策の基盤整備を推進し、入居

者が安心して居住できる環境の整備を図るため、防火安全対策に関

する整備等を行った無料低額宿泊所に対して補助する。 

 

・ 生活保護扶助費 

  7,672,300千円 【予算に関する説明書 107頁】 

健康で文化的な最低限度の生活を保障し、県民生活の安心を支

えるため、県所管域（町村部）の生活困窮者に対して、生活保護

法に基づき扶助費を支給する。 

 

・ 進学準備給付金 

    3,600千円 【予算に関する説明書 107頁】 

貧困の連鎖を断ち切り、生活保護世帯の子どもの自立を助長す

るため、県所管の福祉事務所管内（町村部）の生活保護世帯の子

どもの大学等への進学時に、進学の際の新生活立ち上げ費用とし

ての給付金を支給する。 

 

 (6)  ４款 民生費  ５項 児童福祉費 

一部○新・ 児童相談所費      325,326千円 【予算に関する説明書 108頁】 

     児童相談所の維持運営を行うとともに、児童虐待に適切に対応し、

再発防止を図るための保護者に対するカウンセリング等の専門支援

体制や児童相談所における夜間、休日の緊急相談体制の整備、一時

保護所への教育指導員の配置など、被虐待児童等の要保護児童の福

祉の向上を図る。 

一部○新  ア 虐待防止対策推進事業費 

             52,659千円 

児童虐待に適切に対応し、再発防止を図るため、保護者に対す

るカウンセリングや、医療機関による虐待事案への専門支援体制

を整備する。また、児童相談所の法的対応力を高めるため、非常

勤弁護士の配置に加え、新たに児童の権利擁護に精通した弁護士

に常時相談できる体制を整備する。 
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○新  イ 児童虐待未然防止強化事業費 

 7,745千円 

       改正児童福祉法等の趣旨を踏まえ、虐待の未然防止の一層の推

進を図るため、しつけの体罰禁止を、幼児から大人まで幅広く普

及・啓発する。 

 

○新  ウ 子どもの意見表明支援事業費 

 4,095千円 

児童養護施設や児童相談所の一時保護所に入所している子ども

たちが自ら意見表明できる機会を拡充するため、子どもの意見を

汲み取り代弁する仕組み（アドボカシー）を構築する。 

 

  ・ 児童養護施設退所児童等支援事業費 

 42,007千円 【予算に関する説明書 108頁】 

ア あすなろサポートステーション事業費 

 12,648千円 

      児童養護施設を退所した児童等を支援するため、「あすなろサ

ポートステーション」を運営し、児童の自立に向けた相談支援・

交流の場の設定等を行うとともに、就労支援コーディネーターを

配置し、児童と事業主とのマッチング等による就労支援を行う。 

 

イ 児童養護施設退所児童等支援事業費補助 

 22,955千円 

      里親委託や児童養護施設等に入所していた者に対し措置解除後

も必要な支援を行うための費用を補助する。また、自立援助ホー

ムに入所する20歳から22歳までの就学している者に必要な支援を

行うための費用を補助する。 

  

・ 里親制度推進費 

     56,160千円 【予算に関する説明書 108頁】 

ア 里親センター事業費 

 12,293千円 

      里親委託を促進するため、「里親センター」を運営し、里親制

度の普及啓発や里親に対する支援を強化するとともに、養子縁組

を促進するための養子縁組対応専門員を配置し、養子縁組に関す

る相談体制を整備する。 
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イ 里親支援事業費  

43,867千円 

      里親制度を推進するため、里親への相談支援、里親制度の普及

啓発、委託調整等について専門的に行う里親対応専門員を配置す

るとともに、施設入所児童が家庭を体験するための３日里親制度

の実施などにより、里親委託等の促進を図る。 

 

一部○新 ・ 民間児童養護施設等運営費補助 

 66,018千円 【予算に関する説明書 108頁】 

     社会的養護の小規模化・地域分散化等の推進のため、県が策定し

た「社会的養育推進計画」に沿った取組みを行う児童福祉施設など

に対して補助する。 

 ○新  ア 乳児院等多機能化推進事業費補助 

 6,893千円 

       乳児院等における医療機関との連携強化を図るため、医療機関

等連絡調整員を配置し、継続的な服薬管理や健康管理が必要な児

童等の円滑な受入れを促進する民間乳児院等に対して、その活動

費用の一部を補助する。 

 

  ・ 民間児童福祉施設整備借入償還金補助 

 255,962千円 【予算に関する説明書 108頁】 

     民間児童福祉施設の整備促進を図るため、施設整備資金借入金の

償還元金や支払利子に対して補助する。 

 

  ・ 未熟児等養育費 102,492千円 【予算に関する説明書 108頁】 

     出生時において、身体の諸機能が未熟のため生活能力が著しく低

い未熟児の療育に要する医療費等の一部を市町村に対して負担する。 

 

  ・ 育成医療給付費 9,608千円 【予算に関する説明書 108頁】 

     身体に障害のある児童の早期治療による障害の除去、軽減を図る

ために要する医療費等の一部を市町村に対して負担する。 

 

 

 

 

 

- 18 -



・ 小児特定疾病医療援護費 

 454,420千円 【予算に関する説明書 108頁】 

 治療が長期にわたり、医療費が高額となる小児慢性特定疾病に

ついて、医療費の一部を支給する。また、長期療養している小児

慢性特定疾病児童等の成長とともに自立を支援するため、フォー

ラムの開催や関連情報の発信を行うほか、児童が成人後も適切な

医療を受けられるよう、移行期医療支援コーディネーターを配置

し、成人期への移行期医療の支援体制を整備する。 

 

  ・ 小児医療費助成事業費補助 

 3,875,935千円 【予算に関する説明書 108頁】 

     市町村が実施する小学校就学前の児童の通院及び中学校卒業まで

の児童の入院に係る医療費の助成制度に対し、その経費の一部を補

助する。 

 

  ・ 子どもの貧困対策推進事業費 

16,585千円 【予算に関する説明書 108頁】 

子どもの貧困対策をより一層推進するため、支援情報サイトの運

用を行うとともに、生活困窮のおそれの高いひとり親家庭が相談し

やすい環境を整備するため、ＳＮＳを活用した相談を実施する｡ 

 

 ・ 保育事業指導費 

      65,937千円 

 

【予算に関する説明書 108頁】 

一部○新  ア 認可外保育施設フォローアップ事業費  

 11,313千円 

      無償化の対象となる認可外保育施設の質の確保・向上のため、

指導監督基準を満たさない認可外保育施設に対し、継続的な助言

指導を行う者を配置し、指導を強化する。 

 

  ・ 安心こども交付金事業費 

762,463千円 【予算に関する説明書 108頁】 

     国の子育て支援対策臨時特例交付金を原資とした安心こども基金

を活用し、保育所や認定こども園の整備等を支援する市町村に対し

て補助する。 
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ア 保育所整備等事業費 

    261,042千円 

    (ｱ) 保育所等緊急整備事業費補助 

 192,193千円 

       待機児童対策を推進するため、保育所の緊急整備等を支援す

る市町村に対して補助する。 

 

    (ｲ) 保育所緊急整備事業費補助（低年齢児特化型分園） 

 17,631千円 

       低年齢児（０～２歳）の受入れに重点化した保育所分園の設

置等を支援する市町村に対して補助する。 

 

イ 認定こども園整備促進事業費 

 501,421千円 

    (ｱ) 認定こども園整備事業費補助 

 501,421千円 

       認定こども園の施設整備を支援する市町村に対して補助する。 

 

  ・ 認定こども園施設整備交付金事業費補助 

777,456千円 【予算に関する説明書 108頁】 

ア 認定こども園整備事業費補助（国庫対象）      

     767,856千円 

      認定こども園の施設整備を支援する市町村に対して補助する。 

 

  イ 幼稚園型認定こども園安全管理体制緊急整備費補助  

     9,600千円 

幼稚園型認定こども園の安全管理体制を強化・充実するため、     

防犯カメラ等を設置する事業者に対して補助する。 

 

  ・ 子ども・子育て支援給付費負担金 

 47,224,804千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     子ども・子育て支援法に基づき、保育所等の運営や保育士の処遇

改善のための経費として市町村が行う給付費の一部を負担する。 
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 ア 施設型給付費負担金  

 43,452,868千円 

      市町村が実施する保育所等への給付費の一部を負担する（幼児

教育・保育の無償化対応分を含む）。 

 

 イ 地域型保育給付費負担金  

 3,771,936千円 

      市町村が実施する小規模保育等への給付費の一部を負担する。      

（幼児教育・保育の無償化対応分を含む） 

 

・ 幼児教育無償化関係事務費 

 1,098,507千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     幼児教育の無償化の実施に必要な市町村の事務費等を補助する。 

 

  ・ 地域子ども・子育て支援交付金事業費補助 

 7,178,588千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、市町村が実施する

放課後児童健全育成事業や延長保育事業などに係る経費の一部を補

助する。 

ア 地域子育て支援拠点事業費補助 

 691,315千円 

乳幼児とその保護者同士が交流する場の提供や、育児の相談等

を行う子育て支援拠点の運営を行う市町村に対して補助する。 

 

   イ 一時預かり事業費補助 

 923,850千円 

緊急的な保育ニーズや保護者の通院・通学・リフレッシュのた

めに就学前児童及び幼稚園児の一時預かり事業を実施する市町村

に対して補助する。 

 

ウ 病児・病後児保育事業費補助 

 253,028千円 

病気や病後の児童を保護者が家庭で保育できない場合に、病

院・保育所等の付設スペースで預かる事業や施設整備に取り組む

市町村に対して補助する。 
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    エ  放課後児童健全育成事業費補助 

 3,298,155千円 

保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学生に対し、放課後

の居場所を提供する放課後児童クラブの運営と、放課後児童支援

員等の処遇改善に取り組む市町村に対して補助する。 

 

オ 放課後児童健全育成事業費補助（投資） 

 83,511千円 

放課後児童クラブの施設整備等を実施する市町村に対して補助

する。 

 

・ 地域少子化対策推進事業費 

 10,000千円 【予算に関する説明書 109頁】 

結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づく

り・機運の醸成に取り組むとともに、結婚新生活の経済的支援など

に取り組む市町村に対して補助する。 

 

  一部○新・ 保育対策支援事業費補助 

 618,165千円 【予算に関する説明書 109頁】 

ア 保育補助者雇上強化事業費補助 

    4,780千円 

      保育所等における保育士の負担を軽減するため、短時間勤務の

保育補助者の雇い上げに必要な経費を補助する。 

 

イ 保育体制強化事業費補助 

 35,757千円 

      地域の子育て経験者など多様な人材を保育に係る周辺業務に活

用することで、保育士の負担を軽減し、保育士の就業継続、離職

防止を図る。 

 

○新   ウ  認可外保育施設支援事業費 

 4,400千円 

      認可外保育施設の質の向上を図るため、施設の改修やＩＣＴ化、

安全対策に対して補助するとともに、認可保育所への移行を促進

するため、専門家による指導・助言を行う。 
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 ・ 保育緊急対策事業費補助  

 166,811千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     県所管域の市町村と連携し、低年齢児（０～１歳）の保育所への

受入促進や保育所における児童の健康管理等の取組みの充実を図る

ため、事業に要した経費の一部を市町村に対して補助する。 

 

 一部○新・ 子ども・子育て支援人材確保育成事業費  

 136,877千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     子ども・子育て支援新制度において重要な役割を担う保育士や保

育教諭、放課後児童支援員などの人材の確保・育成のため、「かな

がわ保育士・保育所支援センター」の運営、各種研修事業等を実施

する。また、保育所等の働き方改革を推進し、保育士の負担を軽減

することにより、保育士の就業継続を支援するため、保育所等へコ

ンサルタントを派遣する。 

 

・ 地域限定保育士試験実施事業費 

 64,763千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     年３回目の保育士試験として国家戦略特区を活用し、県独自の地

域限定保育士試験を実施し、県内の保育士確保を図る。 

 

一部○新・ 保育士確保推進事業費 

 9,221千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     短時間から徐々にフルタイムに移行する働き方を支援するため、

配置基準外の短時間勤務の保育士の雇用を支援する市町村（政令・

中核市を除く）に対して補助する｡また、新規保育士を確保するた

め、養成施設の学生と若手保育士の交流会を開催するとともに、新

たに保育実習のあり方について検討会を実施する。 

 

  ・ 保育エキスパート等養成事業費 

 131,200千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     一定の経験を積んだ保育士等を対象に、アレルギー、乳児保育な

ど各分野のスペシャリスト（保育エキスパート）等を養成し、 

    保育の質の向上と就業継続の支援を図る。 
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○新・ 厚木児童相談所新築工事費 

 201,000千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     老朽化が進み手狭な厚木児童相談所を、来所する子どもや保護者

に配慮した、安心して利用できる施設とするため、新たな施設の新

築工事を実施する。 

 

・ 私設保育施設等利用給付費負担金 

 1,471,352千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     少子化対策のため、私設保育施設(認可外保育施設)や幼稚園の預

かり保育等の利用料を負担し、幼児教育・保育の無償化を実施する。 

 

  ・ 児童保護措置費 

 4,136,932千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     保護者のない児童又は保護者が監護することが適当でない児童に

ついて、民間児童福祉施設への入所措置等を行うことにより、被虐

待児童等要保護児童の福祉の向上を図る。また、配偶者のない女子

等とその監護すべき児童を母子生活支援施設に入所措置することに

より、これらの者を保護するとともに、自立の促進のために、その

生活を支援する。 

 

  ・ 児童手当負担金 

 20,093,530千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     児童を養育している者に対して市町村が支給する児童手当の一部

を負担する。 

 

  ・ 児童扶養手当給付費 

 909,941千円 【予算に関する説明書 109頁】 

     離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童について、

手当を支給する。 

 

  ・ ひとり親家庭等医療費助成事業費補助 

 1,593,309千円 【予算に関する説明書 110頁】 

     市町村が実施するひとり親家庭等の医療費の助成制度に対し、そ

の経費の一部を補助する。 
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  ・ 母子家庭等自立支援事業費 

 30,415千円 【予算に関する説明書 110頁】 

ア 母子家庭等就業支援事業費 

 12,379千円 

      ひとり親家庭の自立を図るため、就業相談、就業支援講座、養

育相談等を実施する。 

 

イ 高等職業訓練促進給付金等支給費 

 13,088千円 

      ひとり親家庭の親を対象に、経済的な自立に効果的な資格を取

得することを支援するため、給付金を支給する。 

 

(7)  11款 教育費  ８項 私学振興費 

  ・ 私立学校教職員等研修事業費 

 2,420千円 【予算に関する説明書 181頁】 

ア 幼稚園教員復帰等支援事業費 

 1,727千円 

      幼稚園の人材確保を支援するため、潜在幼稚園教員の復帰等を

促進するための現場見学、就職相談会を実施する。 

 

  ・ 私立学校経常費補助 

 43,057,006千円 【予算に関する説明書 181頁】 

     教育条件の維持向上、修学上の経済的負担の軽減及び学校経営の

健全性の向上を図るため、私立学校の経常的な経費や特色ある教育

への取組みに対して補助する。 

    〇 校種別補助額 

   高 等 学 校       21,249,288千円 

   小・中・中等教育学校        8,987,338千円 

   幼 稚 園       10,808,462千円 

   専 修 ・ 各 種 学 校        1,453,588千円 

   特 別 支 援 学 校         558,330千円 

 なお、補助額には、以下の特別補助が含まれる。 
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ア 私立高等学校等教育改革推進費補助 

 504,258千円 

教育の質の向上を図る私立学校に対して補助する。また、不登

校生徒の進路確保のため、不登校生徒の受入体制を整備している

私立高等学校に対して補助する。 

 

イ 私立幼稚園等預かり保育推進費補助 

 375,033千円 

保育ニーズに対応し、保育所入所待機児童への対策を推進する

ため、正規の教育時間前後及び休業日に預かり保育を実施する幼

稚園等や保育所と同程度の預かり保育を行う幼稚園等に対して補

助する。 

 

ウ 私立幼稚園等地域開放推進費補助 

 155,000千円 

地域との連携を深めるため、保護者に対する教育相談事業や地

域とのふれあい交流事業などを行う幼稚園等に対して補助する。 

 

  ・ 私立幼稚園特別支援教育費補助 

 1,895,712千円 【予算に関する説明書 181頁】 

     障がいのある幼児とともに学び、ともに育つ保育を推進するため、

障がいのある幼児を受け入れる幼稚園に対して補助する。 

 

  ・ 私立幼稚園施設整備費等補助 

 439,977千円 【予算に関する説明書 181頁】 

     認定こども園への移行を図る私立幼稚園に対して耐震化工事費の

一部を補助するとともに、幼児教育の質の向上を図るため、遊具等

を整備する私立幼稚園及び認定こども園に対して補助する。 

 

  ・ 私立学校施設耐震診断調査費補助 

 5,936千円 【予算に関する説明書 181頁】 

     児童生徒等の安全確保及び災害時の避難施設としての公共性の観

点から、耐震診断調査を実施する私立学校に対して補助する。 
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  ・ 私立学校振興資金利子補給費 

 14,823千円 【予算に関する説明書 181頁】 

     教育環境の充実、災害時の安全確保を図るため、私立学校が行う

施設整備に対し、その資金の融資あっせんを行うとともに、利子の

一部を補給する。 

 

  ・ 高等学校等就学支援事業費 

 10,182,029千円 【予算に関する説明書 181頁】 

     家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して

勉学に打ち込める社会をつくるため、私立高校生等に対して就学支

援金を支給することにより、世帯の教育費負担を軽減する。また、

私立小中学校等に通う児童・生徒が安心して教育を受けられるよう、

私立小中学生等のいる年収約400万円未満の世帯に対して授業料の

支援を行う。 

 

一部○新・ 私立高等学校等生徒学費補助金 

 3,527,661千円 【予算に関する説明書 181頁】 

私立高校等に通う家庭の経済的負担を軽減するため、授業料実質

無償化の対象を年収約700万円未満の世帯まで拡大するとともに、

新たに住民税非課税世帯まで入学金を実質無償化する。 

 

  ・ 私立高校生等奨学給付金事業費 

 539,816千円 【予算に関する説明書 181頁】 

     生活保護世帯、住民税所得割非課税世帯の私立高校生等に対し、

授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学給付金を支給する。 

 

  ・ 私立学校生徒学費緊急支援事業費 

 32,177千円 【予算に関する説明書 181頁】 

     保護者の失職や倒産等により家計が急変した児童・生徒への影響

を軽減するため、授業料を軽減した私立高等学校等に対して補助す

るとともに、東日本大震災や大規模災害により被災した幼児・児

童・生徒に対し緊急的に支援を行うため、授業料減免措置を行う私

立学校に対して補助する。 
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  ・ 私立専門学校生徒支援検証事業費 

 9,133千円 【予算に関する説明書 181頁】 

     国の「専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証

研究事業」への参加を通じて、県内専修学校専門課程に在学する生

活保護世帯等の生徒に対し、学費負担の軽減を図るための支援を行

う。 

 

  ・ 外国人学校生徒等支援事業費 

 167,663千円 【予算に関する説明書 181頁】 

     外国人学校に通う子ども達が安心して学ぶことができるよう、所

得に応じて学費負担の軽減を図るために補助する。 

 

  ・ 私立学校教職員退職金制度補助金 

 953,619千円 【予算に関する説明書 181頁】 

     私立学校教職員の福利厚生を支援するため、退職手当金給付財源

の一部を補助する。 

 

  ・ 公私立学校協調事業費 

 3,160千円 【予算に関する説明書 181頁】 

 公私立高等学校による協調事業の一環として、神奈川の高校の魅

力をアピールするとともに、中学生の志望校決定の一助とするため､

中学生及びその保護者を対象に「神奈川の高校展」を開催するほか､

公私教員研修事業等を行う。 

また、専門学校における職業教育に関連した体験学習プログラム

を活用し、高校生等の就労観の育成と職業意識の向上を図る。 

 

一部○新・ 私立幼稚園利用給付費負担金  

6,221,083千円 【予算に関する説明書 182頁】 

 子ども・子育て支援法改正法に基づき、幼児教育無償化や副食

材料費の経費として市町村が行う給付費の一部を負担する。 

 

一部○新・ 私立専門学校修学支援負担金  

1,368,288千円 【予算に関する説明書 182頁】 

 少子化対策のため、低所得世帯であっても社会で自立し活躍で

きる人材を育成する大学等において修学できるよう、私立専門学

校が実施する修学支援（授業料等減免）の費用を負担する。 
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一部○新・ 私立学校国際化推進事業費 

 13,699千円 【予算に関する説明書 182頁】 

グローバル教育を推進するため、メリーランド州立大学と連携し

て実施する語学派遣研修やインターンシップの受入れを行う私立学

校に対して補助する。また、国際バカロレア認定取得に関心のある

私立学校に対し、既に認定を取得している学校の公開授業や職員同

士の意見交換会等を開催し、認定取得を支援する。 

     

○新・ オリンピック・パラリンピック教育推進事業費 

               3,186千円 【予算に関する説明書 182頁】 

     東京2020大会の会場観戦を通してスポーツのすばらしさ等を体験

し、一生の財産として心に残る大会とするため、子どもたちに東京

2020大会の観戦機会を提供する。 
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15 令和元年度一般会計２月補正予算（その２）歳出の事業 

【福祉子どもみらい局関係】 

 

(1)  ４款 民生費 ２項 障害福祉費 

○新・ 障害福祉施設先進技術活用促進事業費 

 11,072千円 【予算に関する説明書 ○頁】 

【予算に関する説明書（令和元年度 その２） 10頁】 

     障害福祉の現場における職員の身体的・精神的な負担軽減と業務

の効率化のため、ＩＣＴやロボット技術を導入する障害福祉サービ

ス事業所に対して補助する。 

 

○新・ 民間障害福祉施設整備費補助 

              19,721千円 

【予算に関する説明書（令和元年度 その２） 10頁】 

     災害時における障害福祉施設の機能を維持するため、給水施設の

整備を行う事業者に対して補助する。 

 

(2)  ４款 民生費 ３項 老人福祉費 

一部○新・ 民間老人福祉施設整備費補助 

 65,409千円 【予算に関する説明書 ○頁】 

【予算に関する説明書（令和元年度 その２） 10頁】 

     災害時における高齢者施設の機能を維持するため、給水設備及び

非常用自家発電設備の整備やブロック塀の改修を行う事業者に対し

て補助する。 

 

一部○新・ 民間老人福祉施設等復旧支援事業費補助 

      12,662千円 

【予算に関する説明書（令和元年度 その２） 10頁】 

     令和元年台風15号、台風19号等の影響により被災した介護サービ

ス等事業者等の事業再開に要する経費を補助する。 
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