３ 平成２７年度 広島県子ども・若者計画（第２次） 関係事業
※ 対象が子ども・若者に特化した事業以外も含む。この計画に関係する部分のみの予算額の記載が困難な場合，事業全体の予算を記載。≪当初予算ベース≫

事業名
事業概要
Ⅰ 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者やその家族の支援
１ 困難な状況ごとの支援
（１） 不登校の子供等への支援
ア 不登校児童生徒の支援
生徒指導総合対策事業

○生徒指導体制の充実
暴力行為，いじめ，不登校及び中途退学等の生徒指導上の諸問題の解
決のため，学校教育の基盤となる生徒指導体制を強化し，生徒指導上の
諸問題の早期発見・早期対応とともに，各学校及び各市町教育委員会の
○スクールカウンセラー等の配置
不登校等の未然防止や早期発見，早期解決のために，カウンセリングの
専門家等が児童生徒や保護者の相談に当たるとともに，教職員の指導を
サポートするなど教育相談体制を確立する。
○教育相談の推進
「心のふれあい相談室」,「こころの相談室」など相談室や「いじめダイヤル
24」を設置し，相談活動の充実と不登校児童生徒の学校復帰を支援す
る。
「子ども何でもダイヤル」電話相談 子育てや子ども自身の悩みについて電話相談により早期に適切な相談を
行う。
事業
イ 高校中退への対応
○生徒指導体制の充実
暴力行為，いじめ，不登校及び中途退学等の生徒指導上の諸問題の解
生徒指導総合対策事業
決のため，学校教育の基盤となる生徒指導体制を強化し，生徒指導上の
諸問題の早期発見・早期対応とともに，各学校及び各市町教育委員会の
○スクールカウンセラー等の配置
不登校等の未然防止や早期発見，早期解決のために，カウンセリングの
専門家等が児童生徒や保護者の相談に当たるとともに，教職員の指導を
サポートするなど教育相談体制を確立する。
○教育相談の推進
「心のふれあい相談室」,「こころの相談室」など相談室や「いじめダイヤル
24」を設置し，相談活動の充実と不登校児童生徒の学校復帰を支援す
る。
若年無業者，いわゆる「ニート」の就業促進を図るため，広島地域若者サ
若者自立支援プロジェクト事業 ポートステーション「若者交流館」において，職業的自立に向けた本人や
家族との相談，支援プログラム等を実施する。
（２） ひきこもりの子供・若者，若年無業者（ニート）への支援
ア ひきこもりの子供・若者の支援
ひきこもりなど，こころの悩みを抱えている人が気軽に相談できる電話相
ひきこもり対策事業
談の窓口，ひきこもりに特化した「ひきこもり相談支援センター」を設置し，
県民のこころの健康の保持増進を図る。
保健所において，県民からの心の健康に関する相談を実施する。
精神保健福祉相談
「子ども何でもダイヤル」電話相談 子育てや子ども自身の悩みについて電話相談により早期に適切な相談を
事業
行う。
イ 若年無業者（ニート）の支援
若年無業者，いわゆる「ニート」の就業促進を図るため，広島地域若者サ
若者自立支援プロジェクト事業 ポートステーション「若者交流館」において，職業的自立に向けた本人や
家族との相談，支援プログラム等を実施する。
（３） 非行防止と立ち直り支援
ア 非行防止
青少年の非行・被害防止全国強 青少年の非行・被害防止等のため，関係機関，団体，地域住民等が連携
調月間の実施
し,地域活動の活発化と非行防止・保護の気運の醸成を図る。（7月）
「広島県青少年健全育成条例」の効果的な運用により，青少年を取巻く環
境の整備を図る。
青少年健全育成事業
・青少年環境整備審議会の開催
（青少年健全育成条例施行費） ・立入調査の実施
・啓発広報（携帯電話の適正利用に係る講演会開催等）
児童生徒の非行防止に係る指導の充実を図るため，公立学校において非
行防止教室等を実施する。
非行防止教室
将来の広島県を支える人材を育成するため，生徒指導上課題を抱える学
校に，少年の非行防止に関する知識・技能を有するスクールサポーターを
スクールサポーター事業
集中的に派遣し，県教育委員会の「学校支援プロジェクトチーム」と連携し
て体制の強化を図りながら，安心して学べる教育環境を早期に確立する。
県下で委嘱している900人の少年補導協助員を中学校区ごとに編成して，
少年補導協助員による学校担当 受け持ち中学校を訪問し，校内巡回や学校行事に参加する等，学校と地
制
域が一体となって少年非行防止と健全育成を図る。
少年サポートセンターを非行少年の立ち直り支援の拠点として，少年の再
少年サポートセンター活動
非行防止と健全育成に向けた次の活動を行う。
少年自身や保護者等からの少年に関する相談に対応するため，専門職で
（少年相談の実施）
ある少年育成官が面接して適切な助言指導もしくは，継続補導，継続的支
援へと移行する等の対応を行う。・ ヤングテレホン（広島）
少年相談に係る非行少年等を対象に，家庭，学校，交友その他の環境に
ついて，相当の改善が認められるまでの間，専門的知識を有する少年育
（継続補導の実施）
成官が，本人及び家族に対する助言又は指導，環境調整を継続的に実施
する。
被害少年の保護及び,精神的打撃の軽減を図るための継続的支援や少年
（被害少年支援活動の推進） の家族に対する支援についてを，専門知識やカウンセリング技術等を有
する少年育成官が個別に対応する。
少年の非行が行われやすい時期・時間帯・場所等を選定して，重点的・計
（効果的な街頭補導活動の推進） 画的な街頭補導活動を実施し非行少年の早期発見と早期補導を実施す

H26年度 H2７年度 担当局・課
予算額 予算額
（千円） （千円） 担当局 担当課

9,518

9,359 教委

豊かな心育成課

（〃）

（〃） 教委

豊かな心育成課

（〃）

（〃） 教委

豊かな心育成課

5,798

5,834 健康

こども家庭課

9,518

9,359 教委

豊かな心育成課

（〃）

（〃） 教委

豊かな心育成課

（〃）

（〃） 教委

豊かな心育成課

4,576

4,561 商工

雇用労働政策課

10,600
2,264
5,798

10,600 健康 健康対策課
2,297 健康 健康対策課
5,834 健康 こども家庭課

4,576

4,561 商工

雇用労働政策課

－

－ 環境 県民活動課

510

459 環境 県民活動課

－

－ 教委

豊かな心育成課

62,419

67,885 警察 少年対策課

－
7,431
（〃）

－ 警察 少年対策課
7,397 警察 少年対策課
（〃） 警察
〃

（〃）

（〃） 警察

〃

（〃）
（〃）

（〃） 警察
（〃） 警察

〃
〃

事業名

事業概要

少年の非行や犯罪被害の実態，インターネット上の有害環境等少年の健
全育成に関する専門的見地からの情報を，犯罪防止教室や講演会等の
あらゆる機会を通じ，保護者，地域住民，関係機関等へ発信する。
少年の社会奉仕体験活動，柔道剣道等のスポーツ活動等の体験活動に
おいて，社会の一員としての意識を涵養するため，少年の参加を促進し，
（少年の社会参加活動等の推進） 少年健全育成を推進する。
非行少年等の再非行防止，被害少年の精神的回復を目的として，交流体
験などを通じて達成感や自己肯定感を高めたり，コミュニケーションスキル
の向上等の課題克服により，社会性，規範意識の醸成を図る。
具体的には，ボランティアとの交流体験，料理教室，農業体験，スポーツ
（少年の立直り支援の促進） 活動等による居場所づくり，学習支援，就職活動支援等，立ち直りに向け
た各種支援を行う。
更に，非行等の問題を抱えた少年や保護者に対する「サポート会議」を
開催するほか，少年を個別に支援するための「少年サポートチーム」を効
果的に運用する。
（少年警察ボランティア活動の活 少年補導協助員を始めとする少年警察ボランティアの意識の高揚を図り，
自主的な地域連帯活動による有害環境の浄化及び少年の非行防止，健
性化）
全育成活動に努めるとともに，街頭補導活動を実施する。
イ 再非行防止と立ち直り支援
少年サポートセンターを非行少年の立ち直り支援の拠点として，少年の再
少年サポートセンター活動（再掲） 非行防止と健全育成に向けた次の活動を行う。
非行少年等の再非行防止，被害少年の精神的回復を目的として，交流体
験などを通じて達成感や自己肯定感を高めたり，コミュニケーションスキル
の向上等の課題克服により，社会性，規範意識の醸成を図る。
具体的には，ボランティアとの交流体験，料理教室，農業体験，スポーツ
（少年の立直り支援の促進） 活動等による居場所づくり，学習支援，就職活動支援等，立ち直りに向け
※ 他の項目は再掲省略
た各種支援を行う。
更に，非行等の問題を抱えた少年や保護者に対する「サポート会議」を
開催するほか，少年を個別に支援するための「少年サポートチーム」を効
果的に運用する。
非行少年グループ等の立直り支 広島市域及び福山市域２か所に開設した少年サポートセンターを拠点とし
て，体験活動，犯罪防止教室，社会奉仕活動，学習支援等，各種立直り
援事業
支援活動を定期的，継続的に推進する。
県立広島学園の運営費
広島学園費
犯罪や非行の防止し，立ち直りを支える地域社会の実現に向けた機運の
「社会を明るくする運動」の推進 醸成を図る。（強調月間7月）
ウ 薬物乱用防止対策
「薬物乱用防止指導員」の各種活動を通じて，地域社会に根ざした薬物乱
用防止のための啓発を図るとともに，保健所・支所で覚せい剤等に関する
薬物乱用防止推進事業
相談に応じるなど地域社会における予防啓発活動を一層推進する。
また，「ダメ。ゼッタイ。」普及運動など各種薬物乱用防止啓発活動を実
施する。
薬物乱用防止指導員協議会運営 ９地区に設置した地区協議会による薬物乱用防止啓発活動を実施する。
事業
県立総合精神保健福祉センターを中核とした薬物乱用防止に関する相談
指導体制を充実強化する。
・薬物相談窓口連携の推進
薬物問題関連相談事業
・家族教室の開催
・ 個別専門相談指導の実施
・ 再乱用防止プログラムの実施
薬物依存症者及びその家族への支援を充実強化する。
・家族支援員の配置
地域依存症対策支援事業
・地域依存症対策推進委員会の設置
・地域依存症対策推進計画の策定
・国選定事業の実施
薬物依存症者の家族への支援を充実強化する。
・依存症者の家族に対する心理教育プログラムの実施
依存症家族対策支援事業
・家族支援員の配置
・国選定事業の実施
薬物依存症者への支援を受けられる環境を整備する。
依存症者に対する治療・回復プロ ・認知行動療法を用いた治療・回復プログラムの実施
グラム普及促進事業
・国選定事業の実施
薬物専門講師を養成し，学校･家庭・地域における各種薬物乱用防止啓
薬物専門講師養成事業
発活動を支援する。
エ いじめ・暴力行為対策
○生徒指導体制の充実
生徒指導総合対策事業（再掲） 暴力行為，いじめ，不登校及び中途退学等の生徒指導上の諸問題の解
決のため，学校教育の基盤となる生徒指導体制を強化し，生徒指導上の
諸問題の早期発見・早期対応とともに，各学校及び各市町教育委員会の
○スクールカウンセラー等の配置
不登校等の未然防止や早期発見，早期解決のために，カウンセリングの
専門家等が児童生徒や保護者の相談に当たるとともに，教職員の指導を
サポートするなど教育相談体制を確立する。
○教育相談の推進
「心のふれあい相談室」,「こころの相談室」など相談室や「いじめダイヤル
24」を設置し，相談活動の充実と不登校児童生徒の学校復帰を支援す
る。
「子ども何でもダイヤル」電話相談 子育てや子ども自身の悩みについて電話相談により早期に適切な相談を
行う。
事業
将来の広島県を支える人材を育成するため，生徒指導上課題を抱える学
スクールサポーター事業（再掲） 校に，少年の非行防止に関する知識・技能を有するスクールサポーターを
集中的に派遣し，県教育委員会の「学校支援プロジェクトチーム」と連携し
て体制の強化を図りながら，安心して学べる教育環境を早期に確立する。
（情報発信活動）

H26年度 H2７年度 担当局・課
予算額 予算額
（千円） （千円） 担当局 担当課
（〃）

（〃） 警察

〃

（〃）

（〃） 警察

〃

（〃）

（〃） 警察

〃

（〃）

（〃） 警察

〃

7,431

7,397 警察 少年対策課

（〃）

（〃） 警察

2,058
97,440
－

〃

1,785 警察 少年対策課
96,650 健康 こども家庭課
－ 環境 県民活動課

976

882 健康 薬務課

392

398 健康 薬務課

877

707 健康 薬務課

6,135

－ 健康 薬務課

－

978 健康 薬務課

－
189

670 健康
97 健康
教委

薬務課
薬務課
豊かな心育
成課

9,518

9,359 教委

豊かな心育成課

（〃）

（〃） 教委

豊かな心育成課

（〃）

（〃） 教委

豊かな心育成課

5,798

5,834 健康

こども家庭課

62,419

67,885 警察 少年対策課

事業名

事業概要

（４） 障害のある子供・若者の支援，子供の貧困問題への対応等
ア 障害のある子ども・若者の支援
重度心身障害児（者）医療費公費 重度心身障害児（者）の保健の向上と福祉の増進を図るため，医療費を
助成する市町に対して補助金を交付する。
負担事業費
在宅の心身障害児（者）の地域生活を支えるため，身近な地域で療育指
障害児等療育支援事業
導，相談等が受けられる療育機能の充実を図る。
障害者介護サービス等給付事業 障害児（者）が必要とする日常生活に係る介護及び能力向上に係る訓練
（障害児通所給付費分）（組替： 等の利用のため，障害福祉サービス費等の支給を行なう市町に対して負
H24年度～）
担金を交付する。
発達障害者支援センター運営事 発達障害児（者）等に対する支援を総合的に担う発達障害者支援センター
業
を運営する。
発達障害地域支援体制推進事業 県発達障害者支援センターに発達障害者地域支援マネジャーを配置し市
（～H26:発達障害児市町支援体 町・事業所等への巡回指導・助言を行うとともに，支援人材養成研修を実
制推進事業）
施し，地域の相談支援体制の整備を促進する。
「広島県特別支援教育ビジョン」に基づき，一人一人の教育的ニーズに応
じた質の高い教育に取り組み，発達障害を含む障害のある幼児児童生徒
の自立や社会参加を図る。
・免許法認定講習の実施，発達障害に関する教員の専門性向上事業（研
特別支援教育ビジョン推進事業 修実施），医療的ケア実施体制の整備，適正な就学指導の実施
・特別支援学校就職支援プロジェクト事業の実施
・特別支援学校体制整備事業
支援を必要とする障害者に対して，生活支援担当職員が家庭及び職場等
障害者就業・生活支援センター運 を訪問し，生活上の相談等に応じるなど，就業及び職場定着これに伴う日
営事業
常生活に必要な支援を行う。
障害者の地域生活の充実や就労の確保のため，福祉，企業，地域等の
「あいサポートプロジェクト」実施事 結びつきを強める取組に沿った事業を展開する。
○あいサポート運動（あいサポート企業等研修実施，あいサポーター研修
業
実施，あいサポーター募集）の実施
○障害者アート展実施
障害者に対する就労支援及び事業主に対する障害者雇用に係る啓発を
障害者雇用・就業促進事業
実施し，障害者の就労・雇用の促進を図る。
訓練生一人ひとりの障害の態様に配慮したきめ細かな職業訓練を広島障
障害者職業能力開発事業
害者職業能力開発校において実施するとともに，民間教育訓練機関等へ
の委託による機動的な職業訓練を実施する。
イ 子供の貧困問題への対応
私立高等学校等に在学する者の授業料について，保護者の収入状況に
私学振興補助金
（高等学校等就学支援金）（再掲） 応じて，国が授業料の一部を負担し，家庭の教育負担を軽減する。
県内の私立高等学校等に在学する者のうち，経済的理由により 学資負
私学振興補助金
担が困難な者を対象として，授業料等の軽減を図るために各学校が減免
（授業料等軽減補助金）（再掲） した額を補助する。
私立高等学校等に在学する者の授業料以外の教育費の負担を軽減する
私学振興補助金
ため，市町村民税所得割非課税世帯に対して，教科書費，教材費，学用
（奨学のための給付金）
品費等を支給。
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，就
私学振興補助金
学支援金支給期間の経過後も，卒業までの間（最長２年）継続して事業料
（学び直し支援）
を支援。
低所得者，障害者，高齢者世帯を対象とする生活福祉資金の貸付を行う
生活福祉資金貸付制度補助金 県社会福祉協議会に対して事務費等を補助
広島県高等学校等奨学金事業 高等学校等に在学する者のうち，経済的理由により修学に困難がある者
に対し，奨学金を貸与する。
（再掲）
母子家庭等の自立を促進するため，雇用開拓，講習会，就業相談の実施
及び職業能力の開発のための経済的支援並びに日常生活支援事業等を
母子家庭等自立支援事業
行う市町に対して助成
母子・父子自立支援員設置費 母子・父子自立支援員をこども家庭課に配置
ひとり親家庭ITスキルアップ就業 ひとり親家庭の在宅就業支援のため，在宅就業支援センターを設置し，訓
支援事業
練等を実施する。
母子家庭等に対して，生活安定と自立支援を通じ，児童福祉の増進を図
児童扶養手当支給事業費
るため，児童扶養手当を支給
母子家庭等の経済的自立の促進と生活意欲の助長，扶養している児童
母子・寡婦福祉資金（特別会計） の福祉の増進等を図るため資金貸付
母子家庭等緊急援護資金貸付金 母子家庭等の生活安定を図るための貸付
ひとり親家庭等の健康管理と経済的負担の軽減を図るため，ひとり親家
ひとり親家庭等医療費公費負担 庭等の医療費を負担する市町に対して助成
事業費
学生ボランティアを募集して，ひとり親家庭の児童の学習指導や進路相談
学習支援事業
（母子家庭等自立支援事業の一 などの支援を行う
部）
県民から受けた交通遺児のための寄付金を県社会福祉協議会の「ふれあ
ふれあい基金造成事業補助金 い基金」に造成補助する
子育て世帯（小さな子供がいる世帯又は一人親世帯），高齢者世帯，障害
者世帯等の民間賃貸住宅への入居をサポートするため，これらの世帯の
広島県あんしん賃貸支援事業等 入居を受け入れることとして登録された民間賃貸住宅に関する情報提供
や入居支援を行う。
ウ その他の理由で配慮が必要な子供・若者の支援
人権尊重の理念が広く県民に普及し理解されるよう，各種啓発事業を実
人権施策推進事業
施する。

H26年度 H2７年度 担当局・課
予算額 予算額
（千円） （千円） 担当局 担当課
4,440,218 4,380,272 健康 障害者支援課
30,330 24,183 健康 障害者支援課
1,170,623 1,458,305 健康 障害者支援課
23,601 21,241 健康 障害者支援課
7,349 12,840 健康 障害者支援課
12,419

11,745 教委

63,364

39,970 健康 障害者支援課

11,274

9,920 健康 障害者支援課

特別支援教育課

5,972 商工 雇用労働政
策課
職業能力開
238,276 236,131 商工 発課
6,180

3,477,856 3,423,252 環境 学事課
590,874 535,191 環境 学事課
65,208 168,499 環境 学事課
11,728

2,809 環境 学事課

125,940

31,840 健康
環境
教委

地域福祉課
学事課
高校教育指
導課

13,064 16,193 健康
3,109 3,209 健康
62,026
- 健康
59,954 3,072 健康
348,892 373,432 健康
15,000 15,000 健康
570,619 570,019 健康

こども家庭課

483,442

660
8,000
26,503

こども家庭課
こども家庭課
こども家庭課
こども家庭課
こども家庭課
こども家庭課

2,144 健康 こども家庭課
8,000 健康 地域福祉課
- 土木 住宅課
25,101 環境

人権男女共同参画課

事業名

事業概要

２ 支援ネットワークの充実
子ども・若者支援協議会等のネットワークを活かした関係機関・団体等の連携
社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対し，切れ目な
広島県子ども・若者支援協議会の く，適切に組み合わせた支援を円滑に行うため，平成25年3月に設置した
「広島県子ども・若者支援協議会」において，支援機関・団体の実務者会
運営
議・代表者会議を開催し連携を図る。
子供・若者支援機関・団体見学 ひきこもりや不登校等の子供・若者に対する支援機関や団体の活動内容
を紹介することにより，支援を必要としている人に必要な情報を届け，適切
会・
子供・若者支援団体合同説明会 な支援につなげる。

H26年度 H2７年度 担当局・課
予算額 予算額
（千円） （千円） 担当局 担当課
1,574

1,279 環境 県民活動課

－

305 環境 県民活動課

事業名
Ⅱ 子供・若者の自立に向けた支援

事業概要

H26年度 H2７年度 担当局・課
予算額 予算額
（千円） （千円） 担当局 担当課

１ 社会的自立の必要な能力の育成
（１） 基礎的生活習慣，規範意識，コミュニケーションの基礎等の形成
ア 家庭教育支援
家庭教育における支援
家庭のふれあいや結びつきを深める日として設けられている「明るい家庭
「明るい家庭づくり県民運動」の推 の日」（毎月第３日曜日）の普及促進等，「健全で明るい家庭づくり」のため
－
進
の各種啓発活動を行う。
乳幼児や小・中学生，高校生を持つ親の子育てに関する学習機会を拡充
させるため，市町において「『親の力』をまなびあう学習プログラム」を活用
家庭教育支援
した学習機会の提供促進が図られるよう，講師の研修を実施するなど，市 1,069
町を支援するとともに，新たに，課題を抱えている家庭への支援策の研
究・試行を行う。
イ 学校教育等における豊かな心の育成
小学校・中学校・高等学校段階における道徳教育の一層の充実を図るた
「道徳教育改善・充実」総合対策 め，児童生徒の発達の段階及び地域等の実情を踏まえ，効果的な指導方
5,539
事業
法等の実践研究を行う。
日常とは異なる環境での生活を体験し，児童の自立心や主体性などを育
「山・海・島」体験活動“ひろしま全 てるとともに，体験先の地域の方々や学校との交流を通して，コミュニケー 64,623
ション能力など人間関係を形成する力を育てることにより，児童の豊かな
県展開プロジェクト”
心を育成する。
○生徒指導体制の充実
暴力行為，いじめ，不登校及び中途退学等の生徒指導上の諸問題の解
生徒指導総合対策事業（再掲） 決のため，学校教育の基盤となる生徒指導体制を強化し，生徒指導上の
諸問題の早期発見・早期対応とともに，各学校及び各市町教育委員会の 9,518
指導力を強化する総合的な取組みを行う。
○スクールカウンセラー等の配置
不登校等の未然防止や早期発見，早期解決のために，カウンセリングの
（〃）
専門家等が児童生徒や保護者の相談に当たるとともに，教職員の指導を
サポートするなど教育相談体制を確立する。
○教育相談の推進
「心のふれあい相談室」,「こころの相談室」など相談室や「いじめダイヤル
（〃）
24」を設置し，相談活動の充実と不登校児童生徒の学校復帰を支援す
る。
県立福山少年自然の家の管理運 青少年教育の拠点施設として，集団宿泊生活や教育的効果の高い体験 39,773
活動を通じて，生きる力や豊かな心を育成する。
営
乳幼児期からの読み聞かせ支援，推薦図書の紹介，青少年向けサービス
等を通じて読書活動を推進し，子どもたちの豊かな心と感性を育む。
県立図書館の管理運営
163,520
「広島県高等学校総合文化祭」の開催経費の一部負担，文化部活動に係
県立学校芸術文化活動振興事業 る大会等引率旅費の負担や文化部活動に対する外部指導者の派遣など 5,985
により，県内高校生の文化芸術活動の発展を図る。
「広島県子供の読書活動推進計画（第三次）」により示した，本県の子供
の読書活動についての目標や具体的な取組の方向性に基づき，公立図
読書活動の推進
書館などの関係団体と連携・協力しながら，読書を通じて本から学び，自
らの考えを深めることのできる子供の育成を目指し，読書活動の推進を図
る。
地場産品を使った広島ならではの給食メニュー「ひろしま給食」を県民みん
ひろしま給食100万食プロジェクト なで食べることを通じて，食生活の改善や健康増進など，食に関する関心 2,834
や意識の向上を図る。
ウ 社会参加，体験・交流活動の推進
広く県民に文化・芸術活動の発表，鑑賞及び交流の機会を提供する。
けんみん文化祭ひろしま開催事 ○分野別フェスティバル
24,654
業
○地区フェスティバル
美術館において優れた美術作品の鑑賞機会を提供するなど，子どもたち 226,786
美術館の管理運営
の豊かな心と感性を育むための事業を行う。
子ども達の「夢」を実現するための取組みを，地域の人と夢配達人（夢の
夢配達人プロジェクト推進事業 実現をサポートする達人など）が支援することにより，地域ぐるみの青少年 4,080
育成活動の推進と地域への定着を図る。
（公社）青少年育成広島県民会議が実施する「青少年育成情報ネット～
青少年育成情報ネット事業
－
ゆっぴーネット～」により，青少年の体験活動情報や，青少年の育成活動
に取り組んでいる団体等の情報を提供する。
「広島県高等学校総合文化祭」の開催経費の一部負担，文化部活動に係
県立学校芸術文化活動振興事業 る大会等引率旅費の負担や文化部活動に対する外部指導者の派遣など
5,985
（再掲）
により，県内高校生の文化芸術活動の発展を図る。
日常とは異なる環境での生活を体験し，児童の自立心や主体性などを育
「山・海・島」体験活動“ひろしま全 てるとともに，体験先の地域の方々や学校との交流を通して，コミュニケー 64,623
ション能力など人間関係を形成する力を育てることにより，児童の豊かな
県展開プロジェクト”（再掲）
心を育成する。
県立福山少年自然の家の管理運 青少年教育の拠点施設として，集団宿泊生活や教育的効果の高い体験 39,773
活動を通じて，生きる力や豊かな心を育成する。
営（再掲）
乳幼児期からの読み聞かせ支援，推薦図書の紹介，青少年向けサービス
県立図書館の管理運営（再掲） 等を通じて読書活動を推進し，子どもたちの豊かな心と感性を育む。
163,520
公益財団法人ひろしまこども夢財団と県教育委員会が連携し，県民等か
らの寄付金を財源に，若者等が行う子どもの体験を促す活動等の支援を
広島県こども夢基金
－
行う。

－ 環境 県民活動課
737 教委 生涯学習課
6,059 教委

豊かな心育成課

103,805 教委

豊かな心育成課

9,359 教委

豊かな心育成課

（〃） 教委

豊かな心育成課

（〃） 教委

豊かな心育成課

47,716 教委 生涯学習課
236,788 教委 生涯学習課
5,985 教委

高校教育指導課

生涯学習課
- 教委 義務教育指
導課
2,494 教委

豊かな心育成課

21,531 環境 文化芸術課
225,836 環境 文化芸術課
425 環境 県民活動課
－ 環境 県民活動課
5,985 教委

高校教育指導課

103,805 教委

豊かな心育成課

47,716 教委 生涯学習課
236,788 教委 生涯学習課
－ 教委 生涯学習課

事業名

事業概要

H26年度 H2７年度 担当局・課
予算額 予算額
（千円） （千円） 担当局 担当課

（２） 若者の職業的自立，就労等支援
ア 職業意識の醸成・就業能力の習得
勤労青少年ホーム支援事業 勤労青少年ホームの連携強化を図る。
－
－ 商工 雇用労働政策課
児童生徒一人一人に社会人・職業人として自立していくために必要な意
義務教育指
導課
欲・態度や能力を育成するため，児童生徒の発達段階に応じた系統的な
キャリア教育の推進
－
－
教委
高校教育指
キャリア教育の推進を図る。
導課
施設内訓練事業
職業に必要な基礎的な技能・専門的知識の習得を目的とした職業訓練を 58,561 52,872 商工 職業能力開発課
（高等技術専門校）
実施する。
施設内訓練事業
県内のものづくり企業において，将来，会社の中核を担うことのできる人 38,369 37,370 商工 職業能力開発課
（技術短期大学校）
材を養成するため，高度で専門的な職業訓練を実施する。
就職が決まらないまま高等学校，大学等を卒業した未就職卒業者に対し
未就職卒業者等就業体験事業 て，就業に必要な研修を実施するとともに，一定期間，企業での就業体験 308,559 157,166 商工 雇用労働政
策課
を実施し，正規雇用に向けた知識や技能の習得を図る。
ものづくり高校生マイスター育成 工業高校等の生徒を対象に，ものづくりに関する技能向上のためのセミ
7,750 7,048 教委 高校教育指導課
事業
ナーを開催し，将来の本県のものづくり産業を担う人材の育成を図る。
次代を担うものづくり後継者の育成，技能を尊重する社会的気運の醸成を
通じて，本県のものづくり産業の持続的発展を促進する。
技能体験型イベントの開催等を通じて，ものづくり技能の魅力や重要性に 6,031 3,987 商工 職業能力開発課
技能人材育成・確保の促進事業 ついての理解を深め，技能を尊重する社会的気運の醸成を図る。
《一部再掲》
次世代を担う若年技能者を対象に技術技能の総合的な能力を持つ人材
を育成するため，技能指導を実施する。
イ 就労支援
厳しい雇用情勢に対応し，「ひろしましごと館」の中核施設である「ひろしま
ジョブプラザ」及び「ひろしましごと館福山サテライト」を設置・運営すること 24,821 24,588 商工 雇用労働政策課
「ひろしまジョブプラザ」運営事業 により，全世代を対象として就業から社会貢献活動まで幅広く支援する。
県サイト「Go！ひろしま」により県内企業情報，求人情報等の発信，県外
の大学生と広島県企業社員との交流会等の実施により，県外の大学生に
ひろしま企業オンキャンパス・リク 対し，積極的に広島で働き暮らす魅力を発信し，県内企業へのUIJターン 17,618 16,711 商工 産業人材課
の就職促進を図る。
ルーティング事業
就職支援が特に必要な学校に対し，就職相談，企業開拓等を専任で行う
高等学校等就職支援教員（ｼﾞｮﾌﾞ・ 教員を，高等学校に７名，特別支援学校に11名配置する。
ｻﾎﾟｰﾄ・ﾃｨｰﾁｬｰ）の配置
雇用労働に関する幅広い情報を一元的に提供する「わーくわくネットひろし
ワンストップ雇用労働情報提供シ ま」及び，求人・求職データベース「ひろしまジョブサイト」の運営によって，
ステム運用管理事業
最新の情報をインターネットで，きめ細かく迅速に提供する。
若年者の職場定着に積極的に取り組もうとしている中小企業に対して，専
門家によるコンサルティング，経営者への雇用管理研修，若手社員を対象
若年者職場定着推進事業
とした支援制度の整備等，若年者が働きやすい職場環境の改善を促進す
【平成２６年６月補正予算】
る。
キャリア形成支援アドバイザー事 高等技術専門校等の訓練生に対し，キャリア・コンサルティング及び社会
人基礎力向上訓練を実施し，就職率の向上及び職場定着を図る。
業

－

高校教育指

－ 教委 導課
特別支援教
育課

2,574

2,558 商工

雇用労働政策課

20,000

10,000 商工

雇用労働政策課

6,224

4,453 商工

職業能力開発課

事業名
Ⅲ 子供・若者を社会全体で支える環境整備
１ 地域における支援環境の整備
（１） 家庭・学校・地域の連携
ア 家庭・地域の教育力の充実
放課後児童クラブ事業
社会福祉施設整備費補助金（児
童福祉施設等）
放課後子供教室推進事業

事業概要

H26年度 H2７年度 担当局・課
予算額 予算額
（千円） （千円） 担当局 担当課

放課後児童クラブを運営する市町に対して助成及び指導員の研修を実施 630,451 1,719,597 健康 子育て・少子化対策課
児童福祉施設等放課後児童クラブのクラブ室整備に要する経費を補助
27,668 266,224 健康 子育て・少子化対策課
「放課後児童クラブ」（厚生労働省補助事業）と連携し，安全・安心な子供
の活動拠点(居場所）を設け，地域住民等の参画を得て，学習活動やス
ポーツ・文化芸術活動，地域住民との交流活動等の機会を提供する取組 53,359 51,774 教委 生涯学習課
を推進する。
家庭のふれあいや結びつきを深める日として設けられている「明るい家庭
「明るい家庭づくり県民運動」の推 の日」（毎月第３日曜日）の普及促進等，「健全で明るい家庭づくり」のため
－
－ 環境 県民活動課
進
の各種啓発活動を行う。
乳幼児や小・中学生，高校生を持つ親の子育てに関する学習機会を拡充
させるため，市町において「『親の力』をまなびあう学習プログラム」を活用
家庭教育支援
した学習機会の提供促進が図られるよう，講師の研修を実施するなど，市 1,069
737 教委 生涯学習課
町を支援するとともに，新たに，課題を抱えている家庭への支援策の研
究・試行を行う。
イ 地域に開かれた学校づくりの推進
「ひろしま教育の日」及び「ひろしま教育ウィーク」を中心とする期間に，
「ひろしま教育の日」関連事業 県，市町，学校等が連携して，県民総参加の教育改革を推進し，広島県
2,280 3,816 教委 秘書広報室
教育の更なる充実と発展を図る。
ウ （公社）青少年育成広島県民会議と連携した県民運動の推進
青少年育成県民運動を推進する (公社)青少年育成広島県民会議の活動
を支援する。
・青少年育成県民運動推進大会の開催
・機関紙「せとのあさ」発行
青少年健全育成事業
・「家庭の日」作文・図画募集
8,981 9,016 環境 県民活動課
（青少年育成県民会議補助金） ・「少年の主張」県大会の実施
・ 青少年育成県民運動実践委員の設置
・ 県民運動推進助成事業
・ 青少年育成カレッジ事業
・ 青少年育成指導者派遣事業 等
子ども・若者育成支援強調月間の 子ども・若者育成支援のための諸事業を集中的に実施し，子ども・若者育
－
－ 環境 県民活動課
成支援に対する県民の理解を深めるため，普及・啓発活動を実施する。
実施
（11月）
夢配達人プロジェクト推進事業 子ども達の「夢」を実現するための取組みを，地域の人と夢配達人（夢の
425 環境 県民活動課
実現をサポートする達人など）が支援することにより，地域ぐるみの青少年 4,080
（再掲）
育成活動の推進と地域への定着を図る。
（公社）青少年育成広島県民会議が実施する「青少年育成情報ネット～
青少年育成情報ネット事業（再 ゆっぴーネット～」により，青少年の体験活動情報や，青少年の育成活動
－
－ 環境 県民活動課
掲）
に取り組んでいる団体等の情報を提供する。
青少年育成活動の日として位置づけている「青少年の日」（毎月17日）の
－
－ 環境 県民活動課
「青少年の日」の推進
推進を図る。
「ゆーすふるサンデー（青少年育成地域活動日）」（7月第3日曜日）の普
「ゆーすふるサンデー」の推進 及・啓発を行い，活動の推進を図る。
－
－ 環境 県民活動課
（２） 地域における担い手育成
ア 困難を有する子供・若者の専門的支援者の育成
社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に関する相談機
ユースアドバイザー養成講習会 関や支援機関・団体で活動する相談員等に対し，支援に必要な幅広い知
517
378 環境 県民活動課
識や実践力を習得してもらい，機関・団体相互の連携強化を図るため，講
習会を実施する。
青少年の育成に関わっている人や関心のある人を対象として，青少年の
心と体，行動，環境などの理解を促進するための講座を県立広島大学と
青少年育成カレッジ
－
－ 環境 県民活動課
連携して開催する（公社）青少年育成広島県民会議を支援する。
イ 地域における育成支援活動の担い手育成
夢配達人プロジェクト推進事業 子ども達の「夢」を実現するための取組みを，地域の人と夢配達人（夢の
425 環境 県民活動課
実現をサポートする達人など）が支援することにより，地域ぐるみの青少年 4,080
（再掲）
育成活動の推進と地域への定着を図る。
青少年の育成に関わっている人や関心のある人を対象として，青少年の
心と体，行動，環境などの理解を促進するための講座を県立広島大学と
青少年育成カレッジ（再掲）
－
－ 環境 県民活動課
連携して開催する（公社）青少年育成広島県民会議を支援する。
ウ 普及啓発
子ども・若者育成支援強調月間の 子ども・若者育成支援のための諸事業を集中的に実施し，子ども・若者育
－
－ 環境 県民活動課
成支援に対する県民の理解を深めるため，普及・啓発活動を実施する。
実施（再掲）
（11月）
青少年の非行・被害防止全国強 青少年の非行・被害防止等のため，関係機関，団体，地域住民等が連携
－
－ 環境 県民活動課
調月間の実施（再掲）
し,地域活動の活発化と非行防止・保護の気運の醸成を図る。（7月）
犯罪や非行の防止し，立ち直りを支える地域社会の実現に向けた機運の
「社会を明るくする運動」の推進 醸成を図る。（強調月間7月）
－
－ 環境 県民活動課
（公社）青少年育成広島県民会議が実施する「青少年育成情報ネット～
青少年育成情報ネット事業（再 ゆっぴーネット～」により，青少年の体験活動情報や，青少年の育成活動
－
－ 環境 県民活動課
掲）
に取り組んでいる団体等の情報を提供する。
「ひろしま教育の日」及び「ひろしま教育ウィーク」を中心とする期間に，
「ひろしま教育の日」関連事業（再 県，市町，学校等が連携して，県民総参加の教育改革を推進し，広島県
2,280 3,816 教委 秘書広報室
掲）
教育の更なる充実と発展を図る。

事業名

事業概要

H26年度 H2７年度 担当局・課
予算額 予算額
（千円） （千円） 担当局 担当課

２ 子供・若者の安全・安心の確保
（１） 安全・安心なインターネット利用環境づくり
ア 違法・有害情報対策及び被害防止活動の推進
インターネット上の違法･有害情報に対する取締りを推進するとともに，サ
違法･有害情報取締り及び被害防 イバー防犯ボランティア等の関係団体・機関と連携した学生・児童等に対
サイバー犯
－
－ 警察 罪対策課
止活動
する被害防止教室の開催等による広報啓発活動を推進する
「減らそう犯罪」推進事業
有害環境浄化
（安全・安心なまちづくり推進事 ○ 児童ポルノ事犯取締りの強化
926
881 警察 少年対策課
業）
○ 児童ポルノ画像流通防止の推進
県内全中学校入学前保護者説明会，及び生徒対象インターネット犯罪防
フィルタリング教室の学校との共 止教室において，フィルタリングの重要性を認識させるフィルタリング教室
－
－ 警察 少年対策課
同開催
を学校と共同で実施
「広島県青少年健全育成条例」の効果的な運用により，青少年を取巻く環
青少年健全育成事業
境の整備を図る。
（青少年健全育成条例施行費） ・青少年環境整備審議会の開催
510
459 環境 県民活動課
（再掲）
・立入調査の実施
・啓発広報（携帯電話の適正利用に係る講演会開催等）
イ 情報モラル教育等，情報化に対応した教育の充実
「携帯電話の問題から子どもを守ろう運動」について，教育長会，校長会
情報モラル教育の推進
及びＰＴＡ団体の代表で構成される組織からの提案等を受けて，通知や資
－
－ 教委 豊かな心育成課
料作成等を行う。
（２） 子供・若者の被害防止・保護
ア 安全・安心なまちづくり
「広島県青少年健全育成条例」の効果的な運用により，青少年を取巻く環
境の整備を図る。
青少年健全育成事業
510
459 環境 県民活動課
・青少年環境整備審議会の開催
（青少年健全育成条例施行費） ・立入調査の実施
・啓発広報（携帯電話の適正利用に係る講演会開催等）
子ども・女性の安全確保や自主防犯活動を促進し，互いに支え合う地域
づくりを推進するとともに，地域の取組や活動のための各種情報を発信・
安全・安心なまちづくり推進事業 提供する。
906 1,051 環境 県民活動課
（安全・安心なまちづくり推進事 ○ 安全・安心なまちづくりセミナー，出前講座，大学生ボ
業）
ランティア研修，大学講義の開催実施
○ 子ども防犯教室の開催
○ 安全・安心なまちづくり「ひろしま」地域活動支援サイト
防犯行動が自然にとれる「意識づくり」の推進
「減らそう犯罪」推進事業
○ 防犯意識を高めるための啓発活動の推進
（安全・安心なまちづくり推進事
・ 自転車かぎかけ促進事業 等
業）
9,927 11,023 警察 安全安心推進課
○ 犯罪情報等の発信・共有の推進
防犯行動が自然にとれる「意識づ ・ WEB公開型犯罪情報分析システム整備事業 等
くり」の推進
○ 県民の自主防犯行動の促進
・ 防犯活動アドバイザーの活用 等
「減らそう犯罪」推進事業
互いに支えあう「地域づくり」の推進
（安全・安心なまちづくり推進事 ○ 安心して暮らせる地域づくり
5,934 4,655 警察 安全安心推進課
業）
・ 子どもの安全対策推進事業
互いに支えあう「地域づくり」の推 ・ 子ども緊急通報装置の運用 等
進
○ 自主防犯活動の促進
「減らそう犯罪」推進事業
犯罪の起こらない「環境づくり」の推進
（安全・安心なまちづくり推進事 ○ 安心・安全な公共空間等対策の推進
2,195 2,202 警察 安全安心推進課
業）
・ スーパー防犯灯事業
犯罪の起こらない「環境づくり」の
広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り，交通ルールの遵守と交通
マナーの実践を習慣付けることにより，交通事故の防止を図るとともに，
飲酒運転の根絶に向けた県民気運の醸成・高揚を図り，飲酒運転を絶対
安全・安心なまちづくり推進事業 に許さない地域環境づくりを確立する。
1,321 1,203 環境 県民活動課
（交通安全対策推進事業）
○ 各季の交通安全運動
○ 飲酒運転根絶宣言店登録事業
道路交通の安全を確保するため，交通安全に関する思想・知識・態度を身
交通安全教育
529
540 警察 交通企画課
に付けさせ，これを習慣化させるための各種教育活動を実施する。
歩行空間のバリアフリー化，通学路の安全確保，交通事故の削減など安 2,116,120 2,080,670 土木 道路整備課
交通安全施設等の整備
全かつ円滑な交通環境の整備を進めていく。
イ 自らを守るための教育の充実
消費者被害の未然防止及び自立した消費者育成のため，各種講座等を
消費者啓発講座等
301
150 環境 消費生活課
実施する。
社会経験が乏しいため，消費者トラブルに巻き込まれやすい若年消費者 13,923 14,309 環境 消費生活課
若年消費者啓発
を対象に啓発を実施する。
学校の教職員を対象に，安全教育及び安全管理に関する研修を行い，学
学校安全教育指導者講習会 校安全の充実を図る。
68
68 教委 豊かな心育成課
防犯に関する講話及び実技訓練等を実施する防犯教室の開催を推進す
防犯教室講習会（再掲）
－
－ 教委 豊かな心育成課
るため，指導者を対象とした講習会を実施する。
子ども・女性の安全確保や自主防犯活動を促進し，互いに支え合う地域
づくりを推進するとともに，地域の取組や活動のための各種情報を発信・
安全・安心なまちづくり推進事業 提供する。
安全・安心なまちづくりセミナー，出前講座，大学生ボ
（安全・安心なまちづくり推進事 ○ランティア研修，大学講義の開催実施
906 1,051 環境 県民活動課
業）
○ 子ども防犯教室の開催
○ 安全・安心なまちづくり「ひろしま」地域活動支援サイト
等による情報発信

事業名
防災意識醸成事業
ウ 犯罪被害防止対策と被害者支援
安全・安心なまちづくり推進事業
（安全・安心なまちづくり推進事
業）（再掲）
「減らそう犯罪」推進事業
（安全・安心なまちづくり推進事
業）
防犯行動が自然にとれる「意識づ
くり」の推進（再掲）
「減らそう犯罪」推進事業
（安全・安心なまちづくり推進事
業）
互いに支えあう「地域づくり」の推
進（再掲）
「減らそう犯罪」推進事業
（安全・安心なまちづくり推進事
業）
犯罪の起こらない「環境づくり」の
「減らそう犯罪」推進事業
（安全・安心なまちづくり推進事
業）
安全・安心なまちづくり推進事業
(犯罪被害者等支援事業)
エ 要保護児童等への支援
こども家庭センター運営費

事業概要
○メールマガジン等を活用して，防災に役立つ情報を継続的に発信
○災害時応援協定締結企業等の店舗に防災用品の特設コーナーを設置
○ 県民が同時刻に一斉にそれぞれの場所で，地震から身を守る安全行
動を行う「一斉防災訓練」を実施
○ 防災拠点施設見学者を対象として防災教室を実施

H26年度 H2７年度 担当局・課
予算額 予算額
（千円） （千円） 担当局 担当課
3,204

1,406 危機

減災対策推進担当

子ども・女性の安全確保や自主防犯活動を促進し，互いに支え合う地域
づくりを推進するとともに，地域の取組や活動のための各種情報を発信・
提供する。
○ 安全・安心なまちづくりセミナー，出前講座，大学生ボ
906 1,051 環境 県民活動課
ランティア研修，大学講義の開催実施
○ 子ども防犯教室の開催
○ 安全・安心なまちづくり「ひろしま」地域活動支援サイト
等による情報発信
防犯行動が自然にとれる「意識づくり」の推進
○ 防犯意識を高めるための啓発活動の推進
・ 自転車かぎかけ促進事業 等
○ 犯罪情報等の発信・共有の推進
9,927 11,023 警察 安全安心推進課
・ WEB公開型犯罪情報分析システム整備事業 等
○ 県民の自主防犯行動の促進
・ 防犯活動アドバイザーの活用 等
互いに支えあう「地域づくり」の推進
○ 安心して暮らせる地域づくり
5,934 4,655 警察 安全安心推進課
・ 子どもの安全対策推進事業
・ 子ども緊急通報装置の運用 等
○ 自主防犯活動の促進
犯罪の起こらない「環境づくり」の推進
○ 安心・安全な公共空間等対策の推進
2,195 2,202 警察 安全安心推進課
・ スーパー防犯灯事業
有害環境浄化
926
881 警察 少年対策課
○ 児童ポルノ事犯取締りの強化
○ 児童ポルノ画像流通防止の推進
犯罪被害者等の権利利益の保護及び適切な支援を行うため，犯罪被害
703 1,288 環境 県民活動課
等の相談対応や情報提供及び広報・啓発行事の開催，関係機関・団体と
の連携などの関係施策を実施する。
児童や家庭に関する諸問題の相談に応じる「こども家庭センター（児童相 117,488 122,581 健康 こども家庭課
談，女性相談，知的障害者更生相談機能）」の運営
児童虐待の増加，深刻化に対応して，発生予防，早期発見，早期対応，
事後ケアの体制整備等こども家庭センターを中心に一貫した施策を実施
するとともに虐待防止等の広報啓発を行い，虐待通告及び被虐待児の支 169,410 188,401 健康 こども家庭課
援についての県民の理解を図る。
児童福祉施設入所措置等に要する経費
1,967,262 1,991,662 健康 こども家庭課
社会福祉施設（介護保険等対象施設を除く）の産休等代替職員の任用支 20,574 20,395 健康 働く女性応援課
援
県立広島学園の運営費
97,440 96,650 健康 こども家庭課
自立援助ホーム及びファミリーホームの新設・改修に伴う設備整備・改修 21,000 12,000 健康 こども家庭課
整備に係る費用を補助する。
育児，発達，児童虐待などの相談に応じる児童家庭支援センターの運営 12,660 12,660 健康 こども家庭課
経費を助成する。
県内の里親が資質向上のために参加する研究，研修大会参加費用の助
100
100 健康 こども家庭課
成
里親制度の普及啓発のための広報啓発を行うとともに，里親委託等推進
11,053
11,019
健康 こども家庭課
員を配置し，里親と施設等との円滑な調整を図る。
児童福祉及び母子保健全般に係る事項の調査審議等
1,759 1,759 健康 地域福祉課

児童虐待防止対策事業
児童福祉施設措置費
産休等代替職員費補助金
広島学園費
入所児童等自立支援事業
児童家庭支援センター運営費
里親事業促進費
里親支援事業
広島県社会福祉審議会（広島県
社会福祉審議会経費）
オ 自殺対策
広島県自殺対策推進計画の施策体系に沿って，早期対応のための人材
自殺予防対策推進事業
養成，県民への普及啓発，各種の要因に働きかける相談体制の整備及
び地域支援活動強化等の取組を行う。

61,181

51,039 健康 健康対策課

