
（単位：千円）

事業数 予算 事業数 予算 事業数 予算 事業数 予算
・親子で参加できる活動や学校の野外活動など、子どもの成長に大きく影響する体験活動の重要性の啓発

・自然体験活動やその他の様々な体験活動の充実及び情報提供

・知られていない地域の文化や伝統芸能、昔あそびなどに触れ、自分の住む地域への愛着や親しみを感じられる機会の充実

・生の芸術やスポーツ、自然に触れ、実際に自分でやってみる参加体験型のイベントの促進や、ハンズ・オン（自ら見て、触って、試して、考え
ること）の機会の充実
・学校や地域でのものづくり体験や、地場産業についての理解を深め、様々な職業観を身に付ける機会を増やす取り組み

・子どもたちの「夢」や「志」をかなえるため、社会的・職業的自立に向けて必要な能力やマナーを身に付けるキャリア教育の推進

・子どもの発達段階に応じた自主的な読書活動へのいざないと、あらゆる機会と場所において読書できる環境づくり

・子どもの自主的な活動や、学年や学校を超えた地域間での交流の場づくりへの支援、子どもが中心となった様々な活動事例などの情報提
供・子どもがボランティア活動に参加しやすくするための支援

・子どもたちがイベントの企画段階から参加する機会の促進や、子どもが自ら主体的に考え、試行錯誤しながら解決策を見出す機会づくりの
推進・子どもの地域活動などへの参加事例や活動に関する情報提供

・子どもの心の安全基地となる親の子育て力を高めるための支援や、保育者などの資質及び専門性を高めるための取り組み

・地域の子育て支援者などによる安全・安心な子どもの居場所づくりや、放課後における子どもたちの学びの場（学ぶ意欲の向上につながる
多様な活動の場）の充実
・地域が子どもを見守り育む気運の醸成、地域の支え合いの力を活用した取り組みの推進

・多様な学習ニーズやライフスタイルに対応するための、高等学校卒業程度認定試験や単位制高校、定時制、通信制課程の活用

・義務教育終了後に進学や就職をしていない子どもや、高校を中退した子どもの学びなおしと、就労など社会的な自立に向けた支援

・子どもの学びなおしに対する社会や大人の理解、応援の意識づくりの推進及び支援事例などの情報提供

・親子のコミュニケーションなど、家族の絆を育む取り組みの推進

・異年齢交流の推進や、地域の大人や職業人との交流の場づくりへの支援

・子どもの成長に応じた様々な表現の場づくりへの支援

・子どもと大人の対話や意見交換など、様々な活動を通じてコミュニケーション力の向上を図る機会づくり

・非行防止教室や万引き防止の啓発、ネットマナーの啓発など、非行の未然防止策の推進

・法やきまりの意義についての理解を深め、主体的に社会の形成に参画できる人間としての自覚を身に付けることなどに配慮した、豊かな心
を育む道徳教育の推進
・大人自らがモラルの向上に取り組むことの大切さの啓発

・人権教育の充実及び子どもの権利に関する県民への啓発の推進

・地域ぐるみや職域での大人に対する人権教育の推進

・児童相談所の運営力の強化や専門性の確保、市町村の児童家庭相談体制の強化、児童虐待予防などの取り組みの推進、要保護児童対
策地域協議会の活動強化
・各種相談機関での来所や電話・メールによる相談の充実、各種相談窓口のわかりやすい広報や、子どもや利用したい人の視点での情報提
供、各種相談機関の連携への支援
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの配置拡充や、学校での相談体制の充実

・学校での不登校への予防的な取り組みや早期対応の充実、不登校児童生徒などへの支援

・学校や心の教育センター、ひきこもり地域支援センターにおける教育相談や、心のケアの充実強化
・問題行動のある子どもに対する立ち直りの支援や、社会で孤立させないための体制の充実

・朝ごはんの習慣づけなど、食生活の重要性やバランスの良い栄養素の摂取についての啓発、健康教育や栄養指導の実施

・発達段階に応じた適切な運動と適切な休養、睡眠の質や適切な睡眠時間などの生活リズムの重要性についての啓発、健康教育や指導の
実施・喫煙の影響や喫煙防止についての健康教育の実施と、受動喫煙の防止に向けた取り組みの推進

・むし歯、歯肉炎予防、フッ化物応用の推進や仕上げ磨きの重要性と口腔清掃定着の啓発

169 5,897,138 167 4,424,141 166 3,608,007 163 3,274,387 

125 2,037,313 122 1,595,997 121 1,404,145 118 1,227,136 

子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧（事業数・予算）
H28年度 H27年度 H26年度 H25年度

合計

うち再掲除く実質合計

【資料４】

番号 プラン

1
【プラン１】
子どもが豊かな体験をするための支援 9 675,344 8 510,439 8 392,526 8 370,233

2

【プラン２】
文化や芸術、スポーツ、自然に触れる機
会や幅広い職業体験の機会づくり

48 1,185,146 48 973,227 48 826,879 46 718,806

3

【プラン３】
子ども自身の自発的な活動を支援

4 49,652 4 38,158 4 40,508 4 42,887

4
【プラン４】
子どもが公共の仕事や地域活動などに参
加する機会づくり

3 38,000 3 38,000 3 38,000 3 36,000

5

【プラン５】
自尊心や思いやりを育む土壌となる「安心
できる居場所」づくり 16 1,426,044 15 1,066,054 15 798,823 15 760,634

6

【プラン６】
社会とのつながりの中で多様な学びに取
り組み、自立していける環境の整備 7 217,657 5 71,069 5 48,638 5 34,262

7

【プラン７】
コミュニケーション力の向上を図る機会づ
くりの推進 14 772,348 14 638,425 14 549,392 14 500,995

8

【プラン８】
子どもと大人の規範意識を高める取り組
み 10 34,370 9 34,472 9 28,515 8 31,125

9

【プラン９】
子どもの人権に関する理解の促進 8 45,148 8 45,105 8 48,571 7 50,099

10

【プラン１０】
児童虐待やいじめなどについて相談しや
すい仕組みづくりの推進、予防、早期発
見、早期対応、再発防止の強化

19 950,133 21 654,522 22 536,692 22 471,351

11

【プラン１１】
不登校対策などへの多方面からの取り組
み 19 477,877 20 325,478 20 274,688 21 239,656

12

【プラン１２】
子どもの健やかな成長を支える生活習慣
づくりの推進 12 25,419 12 29,192 10 24,775 10 18,339



（単位：千円）

1 生涯学習課 環境学習推進事業 平成22年度に開催した「全国生涯学習フォーラム高知大会」に
おける「環境フォーラム」での提言を受け、ＮＰＯ等の団体や学
校、青少年団体が連携した自然体験活動や環境学習を推進す
る。

1,288 1,088 1,223 2,128

2 スポーツ健康教育課 幼児期の身体活動推進事業 神経系の発達が著しい幼児期に焦点を当て、運動の基礎とな
る運動感覚を育てるためのプログラムを普及させることで、動
ける身体、動きたくなる身体の育成を図る。

869 799 777 328

3 食品・衛生課 動物愛護体験事業 動物とのふれあいを通じ命の尊厳や友愛の精神と動物愛護の
精神を養うことを目的とする。 855 506 545 539

4 新エネルギー推進課 環境活動支援センター事業 環境活動等に関する情報の提供、環境活動団体・地域・学校
における環境活動の支援を通じて、環境学習・自然体験の機
会を提供する。

12,710 12,720 18,749 15,923

5 環境共生課 牧野植物園管理運営費
（企画広報事業）

県下の児童生徒に牧野植物園のイベント情報や植物や牧野富
太郎に関する情報を提供するため、県内の小中学校への各種
イベントチラシ・ポスターの送付及び高知龍馬空港にPR看板を
設置する。

3,605 3,086 3,601 1,180

6 生涯学習課 放課後子ども総合プラン推進
事業

放課後の子どもたちの安全・安心な居場所づくりや学びの場の
充実を図るために、放課後児童クラブや放課後子ども教室の
設置を促進するとともに、地域の方々の参画を得た放課後のさ
まざまな活動を支援する。

651,895 490,847 366,104 347,692

7 生涯学習課 環境学習推進事業
　※再掲

平成22年度に開催した「全国生涯学習フォーラム高知大会」に
おける「環境フォーラム」での提言を受け、ＮＰＯ等の団体や学
校、青少年団体が連携した自然体験活動や環境学習を推進す
る。

1,288 1,088 1,223 2,128

8 生涯学習課 長期宿泊体験活動推進事業 県内における長期集団宿泊活動のモデルを構築し、小学校等
を主体とした３泊４日以上の宿泊体験活動を支援するととも
に、これを受け入れる青少年教育施設の教育プログラムを確
立する。

2,531

9 少子対策課 パンフレット作成等委託事業 子どもたちが、県内各地で実施されている体験学習を計画的
に選択し参加できるよう、体験学習事業に係る情報を一元的に
提供する。

303 305 304 315

10 文化推進課 県立坂本龍馬記念館
（教育普及事業）

小中学校を対象に記念館職員による坂本龍馬を通じた歴史学
習・地域学習・総合学習の出前授業を実施する。 1,793 1,142 3,194 2,340

11 文化推進課 県立文学館
（教育普及事業）

朗読を通して文学に親しむ子どもたちを育てるため、小中学生
を対象に朗読コンクールを実施する。カルチャサポーターによ
る子どもたちが興味を持つお話しや、土佐民話の紙芝居、絵本
の読み聞かせを行う。

754 828 3,312 3,637

12 文化推進課 県立高知城歴史博物館（教育
普及事業）　 山内家宝物資料
 館（教育普及事業）
※平成28年度当初予算から移行

子供達へ歴史・文化を体験する場を提供し、文化財や伝統文
化への興味・関心の目を向ける機会を作る。また、学校の授業
に協力し、出張授業や見学受け入れを行う。 331 117 300 280

13 文化推進課 県立歴史民俗資料館
（教育普及（学校教育）事業）

小学校への歴史に関する出張派遣授業の実施、中高生の職
場体験学習の受入れ、来館して展示見学やビデオ学習等を行
う学校に対してバス借上げ料を負担する。

1,055 978 1,061 1,039

14 文化推進課 県立美術館
（教育普及事業）

美術館職員が学校に出向き、授業目的に応じた美術講座を実
施するとともに、遠隔地の学校の児童、生徒に対して、美術作
品を学校の体育館等に１日展示紹介することで、本物の作品
に触れる機会を提供する。

3,012 618 4,069 1,978

15 生涯学習課 ふるさと教育推進事業 郷土の偉人や歴史等の学習や体験活動を通じて、ふるさとへ
の理解を深め郷土愛を育むために、専門性や広域性を生かし
て活動する団体を支援し、ふるさと教育を推進する。 1,785 1,791 1,791 1,912

子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

・親子で参加できる活動や学
校の野外活動など、子どもの
成長に大きく影響する体験活
動の重要性の啓発

プラン１
子どもが豊かな体験をするた
めの支援

・自然体験活動やその他の
様々な体験活動の充実及び情
報提供

プラン２
文化や芸術、スポーツ、自然
に触れる機会や幅広い職業体
験の機会づくり

・知られていない地域の文化
や伝統芸能、昔あそびなどに
触れ、自分の住む地域への愛
着や親しみを感じられる機会
の充実

2



（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

16 生涯学習課 学校支援地域本部等事業 学校・家庭・地域が一体となり、地域ぐるみで子どもたちを見守
り育てる体制づくりを推進する。 59,718 40,381 27,839 24,974

17 生涯学習課 放課後子ども総合プラン推進
事業
　※再掲

放課後の子どもたちの安全・安心な居場所づくりや学びの場の
充実を図るために、放課後児童クラブや放課後子ども教室の
設置を促進するとともに、地域の方々の参画を得た放課後のさ
まざまな活動を支援する。

651,895 490,847 366,104 347,692

18 生涯学習課 青少年教育施設振興事業 青少年を自然に親しませ、また異年齢集団による多様な体験
活動の場を提供し、自主性・社会性・協調性を養う。
体験活動等を通して不登校・いじめ等の予防的対応を図るとと
もに、子どもが家庭や地域社会と上手に関わりながら成長する
力を身に付ける。

5,376 4,901 4,993 4,847

19 文化財課 出前授業開催費 日本鶏保存団体等とともに学校に出向き天然記念物である日
本鶏を知ってもらう活動を行う。 32 32 136

20 文化財課 出前考古学教室事業 埋蔵文化財センターの職員が学校に出向き、学校と連携して
埋蔵文化財の授業や体験学習を実施し、歴史学習と文化財保
護に関する普及啓発を推進する。 861 825 734 896

21 文化財課 公開講座事業 市町村や学校と連携し、考古学の基礎知識や地域の遺跡、遺
物の概要等についての講座を開催することで、歴史学習と文
化財保護に関する普及啓発を推進する。 1,472 1,203 1,161 1,076

22 文化推進課 県立県民文化ホール
（子どもを対象としたコンサー
ト、映画等）

親子で楽しめる映画の上映、こどもたちを対象にビッグバンドス
タイルの演奏会や大型ミュージカルの上演、県内高等学校吹
奏楽部の合同演奏会を実施する。 5,320 8,710 465 4,715

23 文化推進課 県立美術館
（教育普及事業）
　※再掲

美術館職員が学校に出向き、授業目的に応じた美術講座を実
施するとともに、遠隔地の学校の児童、生徒に対して、美術作
品を学校の体育館等に１日展示紹介することで、本物の作品
に触れる機会を提供する。

3,012 618 4,069 1,978

24 まんが・コンテンツ課 「まんが教室」開催事業 県内のプロ、セミプロの漫画家が学校等を訪問し、総合的な学
習の時間やクラブ活動の時間を利用して、まんがの描き方、ス
トーリーの作り方、表現方法を指導する。 320 275 270 295

25 鳥獣対策課 野鳥とのふれあい事業 愛鳥週間のポスター原画募集や親子野鳥ふれあい教室などを
実施し、県民に鳥獣保護思想の普及・啓発を図る。 467 562 562 443

- 観光政策課 重点分野雇用創造観光・ス
ポーツ連携事業

地域のスポーツ活動の育成を目的として、県内唯一のプロス
ポーツ球団である高知ファイティングドッグスの選手による野球
教室の企画・実施を行う。
※26年度からは事業なし

10,136

26 林業環境政策課 山の学習支援事業
 山の学習総合支援事業
※平成28年度当初予算から移行

「木の文化」を身に付け、活動できる人材を養成するとともに、
木や森に関わる人々の技術や伝統を次代に伝える。また、将
来を担う子ども達に「木の文化」が身に付く学習支援を行う。 16,000 13,000 12,000 12,000

27 林業環境政策課 森林公園等管理運営費
（甫喜ヶ峰森林公園森林環境
学習支援事業・森林研修セン
ター情報交流館森林環境教育
推進事業）

親子で参加できる木工クラフトや、自然観察、炭焼体験などの
子ども向けイベントを開催し、森や自然環境への関心を高め
る。 1,651 1,631 1,636 1,592

28 新エネルギー推進課 環境活動支援センター事業
　※再掲

環境活動等に関する情報の提供、環境活動団体・地域・学校
における環境活動の支援を通じて、環境学習・自然体験の機
会を提供する。 12,710 12,720 18,749 15,923

・生の芸術やスポーツ、自然に
触れ、実際に自分でやってみ
る参加体験型のイベントの促
進や、ハンズ・オン（自ら見て、
触って、試して、考えること）の
機会の充実

3



（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

29 環境共生課 牧野植物園管理運営費
（教育普及事業）

親子で参加できる「子ども自然体験教室」や、夏休み中の子ど
も向けイベントの開催等により、植物や自然環境への関心を高
める。また、小中学校向け教育プログラムを実施する。 7,665 7,798 3,086 3,500

30 環境共生課 県立こどもの森管理運営費 自然の中での野外活動を通じ、子どもたちの心身の育成を図
ることを目的に設置された月見山こどもの森の施設管理運営を
行う。 9,131 8,388 7,551 8,421

31 防災砂防課 こども防災キャンプ こども達が家族や地域とともに災害についての知識を授業形
式による体験学習を通じて学び、地域も一体となって学習す
る。 1,264 1,262 1,321 1,324

32 港湾・海岸課 こども防災キャンプ こども達が家族や地域とともに災害についての知識を授業形
式による体験学習を通じて学び、地域も一体となって学習す
る。その一環として、津波学習を行う。 0 0 0 0

33 学校安全対策課 防災キャンプ推進事業 学校等を避難所と想定した生活体験等の防災教育プログラム
を地域住民や保護者の協力を得て実践する防災キャンプを市
町村に委託して実施する。 1,600 1,600 2,177 2,468

34 小中学校課 教育文化祭 県内の幼児、児童生徒及び教職員の教育文化活動を広く県民
に周知・公開し、その成果をたたえ、本県の教育文化の向上を
図る。 4,000 4,000 4,000 4,000

35 生涯学習課 環境学習推進事業
　※再掲

平成22年度に開催した「全国生涯学習フォーラム高知大会」に
おける「環境フォーラム」での提言を受け、ＮＰＯ等の団体や学
校、青少年団体が連携した自然体験活動や環境学習を推進す
る。

1,288 1,088 1,223 2,128

36 生涯学習課 青少年教育施設振興事業
　※再掲

青少年を自然に親しませ、また異年齢集団による多様な体験
活動の場を提供し、自主性・社会性・協調性を養う。
体験活動等を通して不登校・いじめ等の予防的対応を図るとと
もに、子どもが家庭や地域社会と上手に関わりながら成長する
力を身に付ける。

5,376 4,901 4,993 4,847

37 広報広聴課 県庁見学 県民に県庁の仕事を身近に感じていただくために実施する。

0 0 0 0

38 地域農業推進課 農畜産物食育推進事業 本県農産物の味を知り、人を知り、技術を知り、農業をより深く
理解する子どもを育て、将来の本県農産物のファンづくりを目
指すとともに、学校給食での利用促進に繋げることで、県特産
農畜産物の生産振興と消費拡大とともに、食育活動の推進を
図る。

1,526 1,529 1,650 699

39 林業環境政策課 こうち山の日推進事業
（山の一日先生派遣事業）

人と木の共生を基本理念とする「木の文化県構想」の一環とし
て、県民一人ひとりに森林や山を守る活動の重要性に対する
理解と関心を深めて「こうち山の日」(１１月１１日)を中心に行わ
れる県民活動を支援する。

13,787 10,520 10,827 13,936

40 木材産業振興課
 木材利用推進課
※平成28年度より変更

木の香るまちづくり推進事業
（学校関連環境整備）

県内の幼稚園、保育園、小学校、中学校その他子ども達の利
用が多い放課後児童クラブや図書館などに木製品を導入す
る。 25,000 17,000 29,080 23,436

41 新エネルギー推進課 環境活動支援センター事業
　※再掲

環境活動等に関する情報の提供、環境活動団体・地域・学校
における環境活動の支援を通じて、環境学習・自然体験の機
会を提供する。 12,710 12,720 18,749 15,923

42 環境共生課 牧野植物園管理運営費
（教育普及事業）
　※再掲

親子で参加できる「子ども自然体験教室」や、夏休み中の子ど
も向けイベントの開催等により、植物や自然環境への関心を高
める。また、小中学校向け教育プログラムを実施する。 7,665 7,798 3,086 3,500

・学校や地域でのものづくり体
験や、地場産業についての理
解を深め、様々な職業観を身
に付ける機会を増やす取り組
み
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

43 まんが・コンテンツ課 まんが甲子園開催事業 全国の高等学校から予選テーマに沿ったまんが作品を募集
し、予選審査で選抜された30校が本県で開催する本選大会「ま
んが甲子園」に参加し、第一次競技、敗者復活戦、決勝戦を
行って最優秀校等を決定する。今年は25回の記念大会として、
１校出場枠を拡大する。また、韓国及び台湾から新たに予選作
品を募集し、各国１校が本選大会にオープン参加し、高校生同
士の文化的国際交流も行われる。会場では、出版社から派遣
されたスカウトマンの目に留まった生徒は、プロの漫画家を目
指した指導を受けることもできるスカウト制度も実施している。

37,910 26,527 25,494 23,264

44 まんが・コンテンツ課 「まんが教室」開催事業
　※再掲

県内のプロ、セミプロの漫画家が学校等を訪問し、総合的な学
習の時間やクラブ活動の時間を利用して、まんがの描き方、ス
トーリーの作り方、表現方法を指導する。 320 275 270 295

45 私学・大学支援課 私立学校教育力強化推進事
業

各校が行う特色に応じた学力等向上対策や進路指導の充実に
かかる経費、また特色ある教育の取組に対して補助することに
より、県全体の学力等の向上を図る。 121,200 106,334 102,900 102,600

46 私学・大学支援課 職場体験活動・インターンシッ
プ等の推進

県内私立中学・高等学校に対して、職場体験活動インターン
シップや職場見学の受入れが可能な事務所に関する情報提供
を行う。 0 0 0 0

47 公園下水道課 県立のいち動物公園管理運営
費（教育普及活動）

飼育職員や獣医職員が学校に出向いての講義・講習や、中
学・高校生の職場体験学習等を受け入れ、動物園という特殊
な職業に触れる機会づくりを進める。 170 170 150 150

48 小中学校課 小中学校キャリア教育充実プ
ラン
 小中学校キャリア教育推進事
 業
※平成28年度から名称変更

子どもたちの社会的・職業的自立に向けた力を育てるために、
高知のキャリア教育の指針に基づき、各地域の特色を生かし
たキャリア教育の実践を支援するとともに、県民ぐるみのキャリ
ア教育を推進して、児童生徒が将来の夢や志を持てるようにす
る。

2,187 3,967 4,996 4,977

49 高等学校課 ２１ハイスクールプラン推進費
 高校生の志を応援する事業
※平成28年度から名称変更

各県立高校における生徒の個性や学校・地域の特色を生かし
た自主的な、創造的な取組を推進する。

38,000 38,000 38,000 36,000

50 高等学校課 キャリアデザイン事業（イン
ターンシップ） 仕事を知ろう事
 業（インターンシップ推進事業）
※平成28年度から名称変更

生徒に自らの学習内容や将来の進路等に関係した県内企業
等で就業体験をさせることにより、県内企業に対する理解を深
めさせるとともに、学校では学ぶことのできない知識・技術を習
得させる。また、勤労観・職業観の育成を図り、生徒が自らキャ
リア形成を行う力を身に付けさせる。

6,539 6,474 7,041 7,638

51 高等学校課 キャリアデザイン事業（進路に
向けた課題解決支援）
 社会人の基礎力育成事業
※平成28年度から名称変更

専門的なスキルを持った講師を招き、スキルアップ講習会を実
施し、1年生の早い段階から生徒のビジネスマナーや就職基礎
学力の向上を図り、併せて、継続的に指導していかなければな
らない教員のスキルの向上を目指す。

5,938 4,529 4,352 3,634

52 高等学校課 キャリアデザイン事業（地域産
業を支える人材育成）
社会で生き抜く力を育む応援
事業
 生徒の意欲を高める応援プラ
 ン事業
※平成28年度から名称変更

充実した高校生活を送れる環境を整えるとともに、高知県の将
来を担う良き社会人の育成に取り組み、全国平均と比べて高
い中途退学率、就職後の離職率を全国平均に近づける。
高知のキャリア教育の３つの柱である「学力向上」「基本的な生
活習慣の確立」「社会性の育成」のうち「学力向上」に重点化し
て、「生徒の学習支援」「学校の学習支援体制の充実」を図り、
生徒の高い志の実現を支援する。

84,048 15,622 10,217

53 高等学校課 産業教育推進費 産業教育民間講師の招へい、農業・家庭・水産クラブの研究活
動の奨励事業などを実施する。 5,211 4,590 4,347 3,727

54 高等学校課 教師力アップ事業
 高校生の志を応援する事業
※平成28年度から名称変更

高知のキャリア教育の３つの柱である「学力向上」「基本的な生
活習慣の確立」「社会性の育成」のうち「学力向上」に重点化し
て、「教員の指導力向上」を図り、生徒の高い志の実現を支援
する。

10,983 94,222 76,784

・子どもたちの「夢」や「志」をか
なえるため、社会的・職業的自
立に向けて必要な能力やマ
ナーを身に付けるキャリア教育
の推進
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

55 特別支援教育課 キャリア教育の充実と就労支
援のための専門家配置事業

県立知的障害特別支援学校高等部の卒業生の就職率の上昇
やキャリア教育の充実のため、就職アドバイザーを配置する。
現場実習先や新規就職先の開拓を行う。

5,575 4,733 4,678 4,653

56 スポーツ健康教育課 トップアスリート夢先生派遣事
業

スポーツに対する興味・関心を高めるとともに、自らの「夢」を持
とうとする気持ちや夢に向かって取り組もうとする意欲を向上さ
せるために、トップアスリートを各学校に派遣し夢の教室を実施
する。

7,128 7,158 7,137 8,610

57 障害保健福祉課 障害者委託訓練事業
（特別支援学校早期訓練コー
ス）

特別支援学校高等部等に在籍する生徒で就職先が内定してい
ない就職希望者を対象に、民間企業等において職業訓練を実
施し、就職を支援する。 1,361 843 325 1,323

58 ・子どもの発達段階に応じた自
主的な読書活動へのいざない
と、あらゆる機会と場所におい
て読書できる環境づくり

生涯学習課 読書活動推進事業
 子どもの読書活動総合推進事
 業
※平成28年度から名称変更

「第二次高知県子どもの読書活動推進計画」に基づき、子ども
に読書習慣を定着させ、豊かな心と感性を醸成し、考える力と
表現力を身に付けるとともに、人との絆を育むことができるよ
う、子どもの読書環境の地域間格差の解消及び子どもの読書
時間の増加と質の向上に取り組む。

2,402 2,155 5,005 2,648

59 まんが・コンテンツ課 まんが甲子園開催事業
　※再掲

全国の高等学校から予選テーマに沿ったまんが作品を募集
し、予選審査で選抜された30校が本県で開催する本選大会「ま
んが甲子園」に参加し、第一次競技、敗者復活戦、決勝戦を
行って最優秀校等を決定する。今年は25回の記念大会として、
１校出場枠を拡大する。また、韓国及び台湾から新たに予選作
品を募集し、各国１校が本選大会にオープン参加し、高校生同
士の文化的国際交流も行われる。会場では、出版社から派遣
されたスカウトマンの目に留まった生徒は、プロの漫画家を目
指した指導を受けることもできるスカウト制度も実施している。

37,910 26,527 25,494 23,264

60 少子対策課 子ども条例推進事業
（子どもの環境づくり事業）

「子ども条例」の目的及び基本理念を広め、子どもたちが健や
かに育つ環境づくりを推進する。
子どもの環境づくり推進委員会を通じて進捗管理を行う。 2,891 2,687 2,863 9,454

61 ・子どもがボランティア活動に
参加しやすくするための支援

地域福祉政策課 県ボランティアセンター事業 県内のボランティア活動の推進を図るため、市町村社会福祉
協議会のボランティアセンター機能の強化を図るほか、地域で
福祉教育・ボランティア学習の推進役となる人材やボランティア
コーディネーターの育成を行う。

6,449 6,789 7,146 7,521

62 ・子どもたちがイベントの企画
段階から参加する機会の促進
や、子どもが自ら主体的に考
え、試行錯誤しながら解決策を
見出す機会づくりの推進

高等学校課 ２１ハイスクールプラン推進費
 高校生の志を応援する事業
※平成28年度から名称変更

　※再掲

各県立高校における生徒の個性や学校・地域の特色を生かし
た自主的な、創造的な取組を推進する。

38,000 38,000 38,000 36,000

63 文化推進課 県立歴史民俗資料館
（教育普及（学校教育）事業）
　※再掲

中高生の職場体験受入

0 0 0 0

64 ・子どもの地域活動などへの
参加事例や活動に関する情報
提供

【全所属】 【全所属事業】

0 0 0 0

65 幼保支援課 園内研修支援事業 子ども一人一人に生きる力の基礎を育む保育・教育を実践す
るため、保育所・幼稚園等が実施する園内研修を支援するとと
もに、県内１３ブロックごとの「ブロック別研修会」を支援し、主
体的に研修を開催してもらうためのネットワーク化を推進するこ
とにより、保育・教育の質の向上を図る。

3,650 3,847 3,215 2,809

66 幼保支援課 親育ち支援推進事業
（基本的生活習慣向上事業を
除く）

子どもたちの健やかな育ちのために、「親の子育て力の向上」
「保育所・幼稚園等の親育ち支援力の向上」「保護者と園との
相互理解」を図るために、保護者や保育者に対する支援等を
行う。

4,961 4,810 4,029 6,323

プラン３
子ども自身の自発的な活動を
支援

・子どもの自主的な活動や、学
年や学校を超えた地域間での
交流の場づくりへの支援、子ど
もが中心となった様々な活動
事例などの情報提供

プラン４
子どもが公共の仕事や地域活
動などに参加する機会づくり

・子どもの心の安全基地となる
親の子育て力を高めるための
支援や、保育者などの資質及
び専門性を高めるための取り
組み

プラン５
自尊心や思いやりを育む土壌
となる「安心できる居場所」づく
り
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

67 生涯学習課 家庭教育支援基盤形成事業 市町村における家庭学習支援の取組を支援するとともに、学
校や地域での出前講座を実施することにより、家庭の教育力
の向上を図る。 3,832 3,500 4,188 4,107

68 少子対策課 子育て応援広報紙作成事業 子育て情報紙「大きくなあれ」を作成し、子育て家庭に役立つ情
報や少子化対策に関する情報、県民会議の取組などを県民に
発信することで、子育てを応援する機運を醸成する。 4,098 4,072 4,061 3,921

69 少子対策課 「こうちプレマnet」運営委託事
業

親子のふれあいを大切にするための取り組みとして、携帯電
話・パソコンを利用した胎児期からの情報提供や相談事業を行
い、安心して出産・子育てができるよう、地域社会全体で「子ど
も・親の育ち」を支援する環境づくりを行う。

2,205 7,173 1,883 1,832

70 生涯学習課 放課後子ども総合プラン推進
事業
　※再掲

放課後の子どもたちの安全・安心な居場所づくりや学びの場の
充実を図るために、放課後児童クラブや放課後子ども教室の
設置を促進するとともに、地域の方々の参画を得た放課後のさ
まざまな活動を支援する。

651,895 490,847 366,104 347,692

71 児童家庭課 高知県児童健全育成地域活
動推進事業費補助金（児童厚
生施設活動支援事業）

児童の健全育成を図るため、児童厚生施設（児童館・児童セン
ター）を拠点として活動する地域組織「母親クラブ」を支援し、地
域活動の推進を図る。 264 308 308 396

72 少子対策課 地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援センターで行う子育て支援の充実に向け、職
員の資質の向上を図るとともに、県域でのネットワークを構築
する。 2,324 1,126 885 650

73 少子対策課 子育てサークル等ネットワーク
推進事業

県全域での子育て支援の仕組みづくりのため子育てサークル
やＮＰＯ等のネットワークづくりを行うとともに交流への支援を行
う。 287 341 324 305

74 県民生活・男女共同参画課 安全安心まちづくり推進事業 犯罪のない安全安心まちづくりを推進するため、広く県民、事
業者、地域活動団体の防犯意識を高めるよう広報・啓発を行う
とともに、犯罪の防止に配慮した生活環境の整備を行う団体等
の活動を支援する。

2,208 2,679 2,951 3,012

75 学校安全対策課 高知県地域ぐるみの学校安全
体制整備推進事業

子どもの安全を守るために、スクールガード・リーダーを配置
し、学校の巡回指導等を実施するとともに、防犯教育をはじめ
学校安全教育の充実強化と学校事故の防止に努める。 13,315 13,466 14,344 14,311

76 生涯学習課 学校支援地域本部等事業
　※再掲

学校・家庭・地域が一体となり、地域ぐるみで子どもたちを見守
り育てる体制づくりを推進する。

59,718 40,381 27,839 24,974

77 生涯学習課 放課後子ども総合プラン推進
事業
　※再掲

放課後の子どもたちの安全・安心な居場所づくりや学びの場の
充実を図るために、放課後児童クラブや放課後子ども教室の
設置を促進するとともに、地域の方々の参画を得た放課後のさ
まざまな活動を支援する。

651,895 490,847 366,104 347,692

78 障害保健福祉課 障害福祉サービス等確保支援
事業  高知県在宅障害者支援
 事業（障害児長期休暇支援事
業）※平成28年度から名称変更

夏休み等の長期休暇中、公民館等を利用して障害児を日中預
かる事業に対して補助を行う。

2,242 2,657 2,588 2,610

79 児童家庭課 民生・児童委員及び主任児童
委員等による地域の見守り活
動の推進

各市町村の小学校と民児協が連携し、就学時健康診断などで
保護者や教員等に民生・児童委員等を紹介し、その後の地域
での見守り活動等につなげる。 0 0 0 0

・地域の子育て支援者などに
よる安全・安心な子どもの居場
所づくりや、放課後における子
どもたちの学びの場（学ぶ意
欲の向上につながる多様な活
動の場）の充実

・地域が子どもを見守り育む気
運の醸成、地域の支え合いの
力を活用した取り組みの推進
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

80 児童家庭課 子どもの見守り体制推進事業 市町村における児童虐待防止対策等を抜本強化するため、妊
娠・出産・新生児・乳幼児期からの保健と福祉等との連携強化
による地域での見守り体制を整備する市町村に対し交付金の
交付を行う。
また、地域の見守り体制において選任された民生委員・児童委
員（主任児童委員）を対象とした研修を行うとともに、地域の子
どもを見守る活動に協力いただく民生委員児童委員協議会へ
の感謝状の贈呈及び謝金の交付を行う。

23,150

81 ・多様な学習ニーズやライフス
タイルに対応するための、高等
学校卒業程度認定試験や単
位制高校、定時制、通信制課
程の活用

高等学校課 定時制通信制教育振興費 勤労青少年の高等学校への修学を促進し、教育の機会均等を
図るため、定時制・通信制の課程に在籍する生徒に対し、教科
書・学習書の給与、修学奨学金の貸与を実施する。 2,585 3,262 3,363 3,236

82 生涯学習課 若者の学びなおしと自立支援
事業

中学校卒業時及び高校中途退学時の進路未定者並びにニー
トやひきこもりがちな若者たちに対して、就学や就労に向けた
支援を行うことで、自立を促進する。 42,371 25,257 15,783 10,185

83 児童家庭課 児童養護施設等児童措置費
（児童自立援助ホーム）

義務教育等を終了したが、未だ社会に自立できていない児童
に対し、自立援助ホームから通勤させたり、就業先を開拓する
など相談援助を行う。

12,295 13,490 10,745 8,155

84 児童家庭課 入所児童自立支援等事業 施設が相談支援職員を配置し、児童養護施設等の入所児童の
学習・自立支援や退所児童の生活支援等を実施することによ
り、社会的養護施設の支援機能を強化し、施設入所児童の処
遇を充実させる。

8,956

85 児童家庭課 児童養護施設退所者等自立
支援事業

児童養護施設等を退所し就職又は進学した者、又はこれが見
込まれる者の安定した生活基盤の構築及び円滑な自立を支援
する。 98,448

86 福祉指導課 生活困窮世帯の子どもに対す
る学習支援事業

親から子への貧困の連鎖を防止するために、生活困窮世帯
（保護世帯含む）の子どもに対して、学習に取り組むことができ
る環境を整備し、学習支援を継続して行うことにより、日常的な
学習習慣を身に付け、学力の向上を図り、高等学校進学や将
来への希望を持って進路を選択し就労できるようにすることを
目的とする。併せて、夏休み等の長期学校休暇期間中におい
て、学習支援に体験講習等を加えて子どもの居場所づくりを支
援する。

10,631 3,803 2,964 2,501

87 ・子どもの学びなおしに対する
社会や大人の理解、応援の意
識づくりの推進及び支援事例
などの情報提供

生涯学習課 若者の学びなおしと自立支援
事業
　※再掲

中学校卒業時及び高校中途退学時の進路未定者並びにニー
トやひきこもりがちな若者たちに対して、就学や就労に向けた
支援を行うことで、自立を促進する。 42,371 25,257 15,783 10,185

88 プラン７
コミュニケーション力の向上を
図る機会づくりの推進

幼保支援課 親育ち支援推進事業
（基本的生活習慣向上事業を
除く）
　※再掲

子どもたちの健やかな育ちのために、「親の子育て力の向上」
「保育所・幼稚園等の親育ち支援力の向上」「保護者と園との
相互理解」を図るために、保護者や保育者に対する支援等を
行う。

4,961 4,810 4,029 6,323

89 警察本部少年女性安全対策
課　　　　　 少年課

親子の絆教室開催推進 県内の幼稚園・保育園において、少年補導職員・警察官等が、
園児の保護者等に対して、親子の絆や家庭教育の重要性を啓
発し、子どもの規範意識を醸成する。
※平成25年６月策定の「高知家の子ども見守りプラン」の一施
策

937 937 1,053 1,213

90 少子対策課 「こうちプレマnet」運営委託事
業
　※再掲

親子のふれあいを大切にするための取り組みとして、携帯電
話・パソコンを利用した胎児期からの情報提供や相談事業を行
い、安心して出産・子育てができるよう、地域社会全体で「子ど
も・親の育ち」を支援する環境づくりを行う。

2,205 7,173 1,883 1,832

91 少子対策課 地域子育て支援事業 地域社会全体で子育てを支援するため、地域人材の要請及び
企業、ＮＰＯ等と連携した学習機会の提供を行う。 1,630 1,772 1,786 1,711

・義務教育終了後に進学や就
職をしていない子どもや、高校
を中退した子どもの学びなおし
と、就労など社会的な自立に
向けた支援

・親子のコミュニケーションな
ど、家族の絆を育む取り組み
の推進

プラン６
社会とのつながりの中で多様
な学びに取り組み、自立してい
ける環境の整備
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

92 少子対策課 子育て支援アドバイザー派遣
事業

地域子育て支援センター・保育所・幼稚園に「子育て支援アド
バイザー」を派遣し、妊婦や保護者を対象に胎児期からの子育
て相談や講話などの親支援を行い、併せて子育て支援担当者
のスキルアップを図る。

1,214 1,115 1,115 1,495

93 まんが・コンテンツ課 まんが甲子園開催事業
　※再掲

全国の高等学校から予選テーマに沿ったまんが作品を募集
し、予選審査で選抜された30校が本県で開催する本選大会「ま
んが甲子園」に参加し、第一次競技、敗者復活戦、決勝戦を
行って最優秀校等を決定する。今年は25回の記念大会として、
１校出場枠を拡大する。また、韓国及び台湾から新たに予選作
品を募集し、各国１校が本選大会にオープン参加し、高校生同
士の文化的国際交流も行われる。会場では、出版社から派遣
されたスカウトマンの目に留まった生徒は、プロの漫画家を目
指した指導を受けることもできるスカウト制度も実施している。

37,910 26,527 25,494 23,264

94 生涯学習課 放課後子ども総合プラン推進
事業
　※再掲

放課後の子どもたちの安全・安心な居場所づくりや学びの場の
充実を図るために、放課後児童クラブや放課後子ども教室の
設置を促進するとともに、地域の方々の参画を得た放課後のさ
まざまな活動を支援する。

651,895 490,847 366,104 347,692

95 文化推進課 県立県民文化ホール自主事業
（高知ジュニアオーケストラの
育成）

児童、生徒が音楽を演奏する楽しさや仲間と一緒になって合奏
する楽しさを体験するジュニアオーケストラを育成し、練習・公
演の場を提供する。また、高校演劇への舞台技術の研修を行
う。

3,400 1,467 1,700 2,727

96 まんが・コンテンツ課 まんが甲子園開催事業
　※再掲

全国の高等学校から予選テーマに沿ったまんが作品を募集
し、予選審査で選抜された30校が本県で開催する本選大会「ま
んが甲子園」に参加し、第一次競技、敗者復活戦、決勝戦を
行って最優秀校等を決定する。今年は25回の記念大会として、
１校出場枠を拡大する。また、韓国及び台湾から新たに予選作
品を募集し、各国１校が本選大会にオープン参加し、高校生同
士の文化的国際交流も行われる。会場では、出版社から派遣
されたスカウトマンの目に留まった生徒は、プロの漫画家を目
指した指導を受けることもできるスカウト制度も実施している。

37,910 26,527 25,494 23,264

97 小中学校課 探究的な授業づくりのための
教育課程研究実践事業（学校
図書館活用型）
 ことばの力育成プロジェクト推
 進事業
※平成28年度から名称変更

図書館資料や新聞の活用等を通して言語活動の充実を図り、
各教科や総合的な学習の時間において、児童生徒が主体的・
協働的に学ぶ探究的な授業づくりに意欲的に取り組む小・中学
校を指定し、その取組を普及し、次期学習指導要領を見据えた
教育活動の充実を図るとともに、教員の指導力を高め、児童生
徒の思考力・判断力・表現力、情報活用能力、問題解決能力
等を包括する学力を育成する。

9,429 66,918 107,739 70,394

98 小中学校課 算数・数学授業力向上事業 授業改善プランに基づく支援訪問や単元テストや数学思考力
問題集等の教材活用により、教員の授業実践力を向上させ、
児童生徒の思考力・判断力・表現力を育成する。

9,000 1,881 4,098 5,706

99 小中学校課 教育文化祭
　※再掲

県内の幼児、児童生徒及び教職員の教育文化活動を広く県民
に周知・公開し、その成果をたたえ、本県の教育文化の向上を
図る。

4,000 4,000 4,000 4,000

100 高等学校課 感性を育む教育推進費 高校生の文化活動の活性化、豊かな情操や技術の向上を図る
高等学校総合文化祭を開催する。 4,966 1,764 2,034 1,920

101 ・子どもと大人の対話や意見
交換など、様々な活動を通じて
コミュニケーション力の向上を
図る機会づくり

少子対策課 子ども条例推進事業
（子どもの環境づくり事業）
　※再掲

「子ども条例」の目的及び基本理念を広め、子どもたちが健や
かに育つ環境づくりを推進する。
子どもの環境づくり推進委員会を通じて進捗管理を行う。 2,891 2,687 2,863 9,454

・異年齢交流の推進や、地域
の大人や職業人との交流の場
づくりへの支援

・子どもの成長に応じた様々な
表現の場づくりへの支援
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102 プラン８
子どもと大人の規範意識を高
める取り組み

・非行防止教室や万引き防止
の啓発、ネットマナーの啓発な
ど、非行の未然防止策の推進

人権教育課 親子で考えるネットマナーアッ
プ事業

ネット上のトラブルから子どもたちを守るために、ＰＴＡ研修等へ
の支援や学校の情報モラル教育を推進することを通して、家庭
でのルールづくりの推進や児童生徒のネットマナーの向上を図
る。

2,604 573 358 2,702

103 人権教育課 学校ネットパトロール事業 インターネット上のいじめ等のトラブルを早期発見し、被害が拡
大する前に児童生徒等への指導を行うなど、関係機関と連携
した総合的な取組を進める。

4,106 4,106 4,806

104 人権教育課 児童会・生徒会交流集会 児童生徒が主体となったいじめ防止等の取組を進めるため、
県内の小・中・高・特別支援学校の児童会・生徒会の代表者が
集まり、ネットいじめをはじめとするいじめ問題等をテーマに実
践交流や協議を行う。

4,605

105 警察本部少年女性安全対策
課　　　　　 少年課

非行防止教室開催推進 少年非行抑止の根源対策として、少年の規範意識の醸成を図
るため、県内小中学校で万引き防止等をテーマにした非行防
止教室を開催する。
※平成25年６月策定の「高知家の子ども見守りプラン」の一施
策

3,360 3,676 4,166 200

106 児童家庭課 万引き防止及び一声運動啓発
CM放映事業

8月に万引き防止CM、10月に一声運動啓発CMを放映し、子ど
もや保護者を含めた多くの県民の規範意識を向上させ、万引き
の減少につなげる。
万引き防止のリ－フレットやコンビニ店舗における一声運動の
取組など他の取組との相乗効果を発揮させることにより成果に
つなげる。

1,672 1,541 1,799 2,555

107 児童家庭課 万引き防止リーフレット作成等
事業

万引き防止リーフレットを作成し、成果品を活用した取組を展開
することにより、規範意識を向上させ、万引きの減少につなげ
る。
万引き防止のCMやコンビニ店舗における一声運動の取組など
他の取組との相乗効果を発揮させることにより成果につなげ
る。

533 729 756 2,350

108 児童家庭課 万引き及び深夜徘徊防止のた
めの一声運動の実施と参加店
舗の拡大

万引き防止に向けた声かけをしたり、深夜、店舗に来た小・中・
高校生等に早く家に帰るよう声かけ（ポスター、一声運動対応
シートの活用）を行う。

0 0 0 1,042

109 医事薬務課 薬物乱用防止推進事業
薬物乱用対策新五か年戦略
推進事業

若年者が覚醒剤や指定薬物等の薬物の誘惑をはね返す意志
と勇気を持つことができるよう、薬物乱用の恐ろしさに関する正
しい知識の普及・啓発を行う。

2,990 3,727 2,899 3,119

110 ・法やきまりの意義についての
理解を深め、主体的に社会の
形成に参画できる人間として
の自覚を身に付けることなどに
配慮した、豊かな心を育む道
徳教育の推進

小中学校課 道徳教育充実プラン 「特別の教科　道徳」の実施（小30年度・中31年度）に向けて、
指定校における多様な指導方法の工夫等による道徳授業の研
究や成果普及を行い、「特別の教科　道徳」の趣旨の周知、指
導方法の研究などを行って、「特別の教科　道徳」の実施に向
けて各学校等での道徳教育の充実を図り、児童生徒の道徳性
を養う。

11,609 17,433 10,868 9,703

111 ・大人自らがモラルの向上に
取り組むことの大切さの啓発

少子対策課 子ども条例推進事業　※再掲
（子どもの環境づくり事業）

「子ども条例」の目的及び基本理念を広め、子どもたちが健や
かに育つ環境づくりを推進する。
子どもの環境づくり推進委員会を通じて進捗管理を行う。

2,891 2,687 2,863 9,454

112 私学・大学支援課 私立学校人権教育指導事業 私立学校における人権教育の推進を図るため、私立学校訪問
による助言・指導や研修会の開催等を高知県人権啓発セン
ターに委託する。

2,773 2,774 2,763 2,691

113 教育政策課
（教育センター）

人権教育研修費 人権教育を推進するため、幼稚園・保育所、学校及び地域にお
いて教職員等の実践につながる理論や取組について研修を実
施し、教職員等の指導力の向上を図る。 とともに、児童生徒理
解や授業実践力を高めるための実践交流と授業研究を実施す
ることにより人権教育の充実を図る。

1,665 1,666 1,106 1,667

114 人権教育課 人権作文募集事業 子どもたちが、さまざまな人権課題に関する考えや意見を作文
にまとめることによって、人権尊重の重要性や必要性について
理解を深め豊かな人権感覚を育むとともに、作文に書かれた
それぞれの意見を広報することによって人権意識の高揚を図
る。

162 168 130 98

・人権教育の充実及び子ども
の権利に関する県民への啓発
の推進

プラン９
子どもの人権に関する理解の
促進
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

115 障害保健福祉課 「心の輪を広げる体験作文」
「障害者週間のポスター」募集
事業

障害や障害者に対する県民の理解と認識を深め障害者福祉
の増進を図るため、体験作文やポスターを募集し、優秀な作品
は「障害者週間の集い」において表彰する。 52 52 45 75

116 人権課 人権啓発研修事業 県民の人権問題に関する理解と認識を高めるため、気軽に参
加できるイベントの開催や人権啓発映画のテレビ放映、新聞へ
のコラム掲載、講師派遣等を行う。

24,214 28,224 31,194 34,586

- 人権教育課 いじめ防止子どもサミット 子どもたちの企画・運営によるサミットの開催を通じて、子ども
たちの自主的ないじめ防止の取組を促進するとともに、学校と
家庭、地域が連携していじめ根絶に向け取り組むという意識の
高揚に繋げる。

836 2,014

117 人権教育課 児童会・生徒会交流集会
　※再掲

児童生徒が主体となったいじめ防止等の取組を進めるため、
県内の小・中・高・特別支援学校の児童会・生徒会の代表者が
集まり、ネットいじめをはじめとするいじめ問題等をテーマに実
践交流や協議を行う。

4,605

118 人権教育課 人権教育推進講座支援事業 市町村において、県民に身近な人権課題をテーマとして、地域
住民を対象にした参加体験型の学習会を企画・実施することを
通して、市町村の人権教育及び人権啓発担当者の資質向上を
図る。（東部・中部・西部教育事務所管内各１市町村を指定）

162 223 205 140

119 人権課 人権啓発研修事業
　※再掲

地域や企業等の人権研修への講師派遣や、人権啓発に関わ
る研修講座を開催する。 11,515 11,162 11,114 10,842

120 県民生活・男女共同参画課 女性の自立支援促進事業 子どもを同伴するケースが多いＤＶ被害者について、母親とと
もに一時保護所、または自立支援施設に入所させ、必要な支
援を行う。 25,810 25,810 25,810 20,970

121 県民生活・男女共同参画課 ＤＶ被害者支援事業 子どもを同伴するケースが多いＤＶ被害者について、相談か
ら、一時保護、自立に向けた各種支援や心理ケア、生活サ
ポート等を行うことで、暴力の連鎖を防ぐ。
また、ＤＶ被害防止に向けた広報啓発や相談員等のスキルアッ
プ、関係機関と連携した支援体制整備等に取り組む。

11,200 9,746 10,104 10,343

122 人権教育課 子どもの命と心を守り育てる学
校支援事業

専門家（弁護士1名、臨床心理士等4名、退職警察官1名、退職
教員3名）と県教育委員会事務局職員による緊急学校支援
チームを組織し、公立学校において、児童生徒の生命に関わ
る事案や学校が対応に苦慮している事案に対して学校へ派遣
し、改善に向けた具体的な対応等について、専門的な見地から
助言を行う。

1,188 1,188 1,188 875

123 児童家庭課 家庭支援体制緊急整備促進
事業
児童相談所機能強化事業

児童相談所の運営力を強化するとともに、児童問題に関する
職員の専門性の向上を図る。 6,306 8,332 17,719 18,943

124 児童家庭課 家庭支援体制緊急整備促進
事業（幡多要対協研修、モデ
ル市町村育成強化、出張相談
所）
児童相談関係機関職員研修
事業（児童問題関係職員研
修、児童福祉司任用資格講
習）

市町村職員の資質向上のための研修会や、児童福祉司の任
用資格を有する者を養成するために、厚生労働省が定める講
習会を実施する。

2,481 1,474 1,652 9,062

125 児童家庭課 児童虐待防止対策事業 児童虐待のシンボルであるオレンジリボンを活用し、虐待防止
を県民に周知していくための広報啓発を実施する。
また、児童虐待への予防的取組の１つとして、保育士や保健師
を対象にした「あまえ療法」の研修をＮＰＯ法人に委託して実施
する。

3,159 2,868 3,043 3,804

・地域ぐるみや職域での大人
に対する人権教育の推進

プラン１０
児童虐待やいじめなどについ
て相談しやすい仕組みづくりの
推進、予防、早期発見、早期
対応、再発防止の強化

・児童相談所の運営力の強化
や専門性の確保、市町村の児
童家庭相談体制の強化、児童
虐待予防などの取り組みの推
進、要保護児童対策地域協議
会の活動強化
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

126 児童家庭課 児童相談連携支援事業
児童相談関係機関職員研修
事業（要対協連絡会議）

要保護児童対策地域協議会の活動強化に向けた支援を実施
する。
また、学校や民生委員・児童委員などが連携し、虐待の早期発
見や見守り活動を行う地域支援者会議への支援を実施する。

1,199 1,148 808 555

127 健康対策課 思春期相談センター事業
(PRINK)

思春期の子どもたちが、性に関する正しい知識を得、責任ある
行動と思いやる心を育むため、思春期相談員による性に関す
る悩み等の相談対応や、正しい性知識の情報提供を行う。 3,704 3,504 3,498 3,337

128 生涯学習課 若者の学びなおしと自立支援
事業
　※再掲

中学校卒業時及び高校中途退学時の進路未定者並びにニー
トやひきこもりがちな若者たちに対して、就学や就労に向けた
支援を行うことで、自立を促進する。

42,371 25,257 15,783 10,185

129 人権教育課 スクールカウンセラー等活用
事業

臨床心理の専門的な知識・技能を有するスクールカウンセラー
等を活用することにより、児童生徒や保護者等が抱える課題へ
の的確な見立てを行うとともに、課題の解消に向けた効果的な
支援を実践する。
また、スクールカウンセラー等の配置拡充を推進するとともに、
スクールカウンセラー等のさらなる専門性の向上及び学校・ス
クールソーシャルワーカー等との連携を強化する。
※「スクールカウンセラー等」
スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者を
指す

288,427 149,978 115,046 103,718

人権教育課 心の教育アドバイザー等活用
事業

臨床心理の専門的な知識・技能を有する心の教育アドバイ
ザー等を活用することにより、児童生徒や保護者等が抱える課
題への的確な見立てを行うとともに、課題の解消に向けた効果
的な支援を実践する。
また、心の教育アドバイザー等の配置拡充を推進するととも
に、心の教育アドバイザー等のさらなる専門性の向上及び学
校・スクールソーシャルワーカー等との連携を強化する。
※「心の教育アドバイザー等」
心の教育アドバイザー及び心の教育アドバイザーに準ずる者
を指す
※H28スクールカウンセラー等活用事業へ統合・廃止

34,933 25,622 13,427

130 人権教育課 スクールソーシャルワーカー活
用事業

教育・福祉に関する専門的な知識・技能を有するスクールソー
シャルワーカーを活用することにより、児童生徒の置かれた環
境への働きかけを行い、効果的な支援を実践する。
また、スクールソーシャルワーカーの配置拡充を推進するとと
もに、スクールソーシャルワーカーのさらなる専門性の向上及
び学校・スクールカウンセラー等との連携を強化する。

113,087 94,009 65,687 60,129

131 人権教育課 ２４時間電話相談事業 悩みを抱える児童生徒や保護者等が、夜間、休日を含め24時
間電話相談ができる体制を整え、早期対応による児童生徒の
よりよい成長を支援する。

7,159 7,165 7,345 5,289

132 人権教育課 心の教育センター相談事業 いじめや不登校をはじめとする子どもの悩みや、子どもの教育
に関する悩み、発達上の課題や行動上の諸問題について相談
に応じ、よりよい成長を図るため、来所相談、出張教育相談、
電話相談、Ｅメール相談を実施している。
H28からは、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワー
カーを常駐化し、相談支援体制を強化している。

27,234 12,026 9,359 9,193

人権教育課 心の教育センター電話相談事
業

悩みを抱える児童生徒や保護者等が、夜間、休日を含め24時
間電話相談ができる体制を整え、早期対応による児童生徒の
よりよい成長を支援する。
※H26で統合廃止

4,879 6,516

・各種相談機関での来所や電
話・メールによる相談の充実、
各種相談窓口のわかりやすい
広報や、子どもや利用したい
人の視点での情報提供、各種
相談機関の連携への支援
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

133 障害保健福祉課 ひきこもり地域支援センター事
業

ひきこもり地域支援センターにおいて、関係機関のネットワーク
の連携強化を図るとともに、ひきこもり自立支援対策に必要な
情報を提供し、相談支援体制の充実を図る。

6,734 6,403 6,484 6,449

134 児童家庭課 家庭支援電話相談事業 家庭及び地域における児童養育を支援するために、電話によ
る相談援助活動を行う。 966 966 966 939

135 人権教育課 生徒指導推進事業 市町村教育委員会が配置する教員OBや警察OB等を、課題が
ある管内の学校へ派遣し、学校での非行・問題行動等の未然
防止及び早期発見、緊急時の対応等を行う。

6,406 14,136 14,156 9,468

136 人権教育課 スクールカウンセラー等活用
事業
　※再掲

臨床心理の専門的な知識・技能を有するスクールカウンセラー
等を活用することにより、児童生徒や保護者等が抱える課題へ
の的確な見立てを行うとともに、課題の解消に向けた効果的な
支援を実践する。
また、スクールカウンセラー等の配置拡充を推進するとともに、
スクールカウンセラー等のさらなる専門性の向上及び学校・ス
クールソーシャルワーカー等との連携を強化する。
※「スクールカウンセラー等」
スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者を
指す

288,427 125,749 115,046 103,718

人権教育課 心の教育アドバイザー等活用
事業
　※再掲

臨床心理の専門的な知識・技能を有する心の教育アドバイ
ザー等を活用することにより、児童生徒や保護者等が抱える課
題への的確な見立てを行うとともに、課題の解消に向けた効果
的な支援を実践する。
また、心の教育アドバイザー等の配置拡充を推進するととも
に、心の教育アドバイザー等のさらなる専門性の向上及び学
校・スクールソーシャルワーカー等との連携を強化する。
※「心の教育アドバイザー等」
心の教育アドバイザー及び心の教育アドバイザーに準ずる者
を指す
※H28スクールカウンセラー等活用事業へ統合・廃止

34,633 25,622 13,427

137 人権教育課 スクールソーシャルワーカー活
用事業　※再掲

教育・福祉に関する専門的な知識・技能を有するスクールソー
シャルワーカーを活用することにより、児童生徒の置かれた環
境への働きかけを行い、効果的な支援を実践する。
また、スクールソーシャルワーカーの配置拡充を推進するとと
もに、スクールソーシャルワーカーのさらなる専門性の向上及
び学校・スクールカウンセラー等との連携を強化する。

113,087 94,009 65,687 60,129

138 人権教育課 子どもの命と心を守り育てる学
校支援事業　※再掲

専門家（弁護士1名、臨床心理士等4名、退職警察官1名、退職
教員3名）と県教育委員会事務局職員による緊急学校支援
チームを組織し、公立学校において、児童生徒の生命に関わ
る事案や学校が対応に苦慮している事案に対して学校へ派遣
し、改善に向けた具体的な対応等について、専門的な見地から
助言を行う。

1,188 1,188 1,188 875

139 生涯学習課 青少年教育施設振興事業
　※再掲

青少年を自然に親しませ、また異年齢集団による多様な体験
活動の場を提供し、自主性・社会性・協調性を養う。
体験活動等を通して不登校・いじめ等の予防的対応を図るとと
もに、子どもが家庭や地域社会と上手に関わりながら成長する
力を身に付ける。

5,376 4,901 4,993 4,847

人権教育課 中１仲間づくり合宿支援事業 中学入学時に発生しやすい学力低下や不登校等の課題解決
に向けて、規範意識や生活・学習習慣を身に付けさせることを
目的として市町村が実施する中1仲間づくり合宿事業生徒輸送
費に対して１／２の補助を行う。
※H25で事業廃止

2,398

・スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカーなど
の配置拡充や、学校での相談
体制の充実

プラン１１
不登校対策などへの多方面か
らの取り組み

・学校での不登校への予防的
な取り組みや早期対応の充
実、不登校児童生徒などへの
支援
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

140 人権教育課 生徒指導推進事業
　※再掲

市町村教育委員会が配置する教員OBや警察OB等を、課題が
ある管内の学校へ派遣し、学校での非行・問題行動等の未然
防止及び早期発見、緊急時の対応等を行う。

6,406 14,136 14,156 9,468

141 人権教育課 高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
①志育成型学校活性化事業

統括アドバイザーが推進校11校に入り、生徒指導の視点を入
れた学校経営をＲＰＤCAサイクルに基づき組織的に展開する。
生徒支援アドバイザーが推進校に入り、不登校や発達障害等
の生徒等への支援について指導助言を行う。
（2年間の指定とし、H25年度6校、Ｈ26年度11校、Ｈ27年度11
校、Ｈ28年度5校、計17校の中学校を指定する）

4,234 4,756 5,847 4,984

142 人権教育課 高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
②未来にかがやく子ども育成
型学校活性化事業

連携推進校に巣新リーダーを配置し、児童生徒の自己指導能
力を育成するため、9年間で育てる力を明確にし、小中が共同
し、組織で生徒指導の３機能（自己存在感を与える、共感的人
間関係を育成する、自己決定の場を与える）を全ての教育活動
に位置付けた取組を、組織的に展開する。
（2年間の指定とし、H27年度2中学校区、H28年度以降、毎年４
中学校区を指定）

5,897 2,552

人権教育課 夢・志を育む「開発的生徒指
導」推進事業
②学校経営計画に基づく生徒
指導推進校支援事業

生徒指導推進校において不登校やいじめ等の生徒指導上の
諸問題を改善するため、学校経営計画に生徒指導の視点を位
置付け、組織的な生徒指導を推進する。
推進校（中学校8校指定）に生徒指導推進員を配置し、学校経
営計画に生徒指導の視点を位置付け推進する組織的な生徒
指導の補佐や不登校生徒への支援を行う。
生徒指導推進員連絡協議会（年間5回）を実施し、推進校の取
組の情報共有、推進員の指導力の向上を図る。
※H27で事業廃止

523 580

人権教育課 温かい学級づくり応援事業 全ての小中学校の教職員が、児童生徒に対する理解をより深
めるために「楽しい学校生活を送るためのアンケートQ-U」等を
活用できるよう支援を行うことで、子どもたちが安心して学校生
活を過ごすことができる温かい学級づくりを応援する。
※H25で事業廃止

2,457

143 人権教育課 学級づくりリーダー活用推進事
業

各市町村が主体となり、温かい学校・学級づくりを進めるため
に、これまで養成した学級づくりリーダーを活用し、各校の学級
経営力の向上を図るとともに、学級づくり地域リーダーの養成・
活用を通し、市町村全体の学級経営力向上への取組を推進す
る。

971 1,395 1,081

144 人権教育課 スクールカウンセラー等活用
事業
　※再掲

臨床心理の専門的な知識・技能を有するスクールカウンセラー
等を活用することにより、児童生徒や保護者等が抱える課題へ
の的確な見立てを行うとともに、課題の解消に向けた効果的な
支援を実践する。
また、スクールカウンセラー等の配置拡充を推進するとともに、
スクールカウンセラー等のさらなる専門性の向上及び学校・ス
クールソーシャルワーカー等との連携を強化する。
※「スクールカウンセラー等」
スクールカウンセラー及びスクールカウンセラーに準ずる者を
指す

288,427 125,749 115,046 103,718

- 人権教育課 心の教育アドバイザー等活用
事業
　※再掲

臨床心理の専門的な知識・技能を有する心の教育アドバイ
ザー等を活用することにより、児童生徒や保護者等が抱える課
題への的確な見立てを行うとともに、課題の解消に向けた効果
的な支援を実践する。
また、心の教育アドバイザー等の配置拡充を推進するととも
に、心の教育アドバイザー等のさらなる専門性の向上及び学
校・スクールソーシャルワーカー等との連携を強化する。
※「心の教育アドバイザー等」
心の教育アドバイザー及び心の教育アドバイザーに準ずる者
を指す
※H28スクールカウンセラー等活用事業へ統合・廃止

34,633 25,622 13,427

・学校や心の教育センター、ひ
きこもり地域支援センターにお
ける教育相談や、心のケアの
充実強化
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

145 人権教育課 スクールソーシャルワーカー活
用事業　※再掲

教育・福祉に関する専門的な知識・技能を有するスクールソー
シャルワーカーを活用することにより、児童生徒の置かれた環
境への働きかけを行い、効果的な支援を実践する。
また、スクールソーシャルワーカーの配置拡充を推進するとと
もに、スクールソーシャルワーカーのさらなる専門性の向上及
び学校・スクールカウンセラー等との連携を強化する。

113,087 94,009 65,687 60,129

146 人権教育課 心の教育センター相談事業
（ふれんどるーむCoCoを除く）
　※再掲

いじめや不登校をはじめとする子どもの悩みや、子どもの教育
に関する悩み、発達上の課題や行動上の諸問題について相談
に応じ、よりよい成長を図るため、来所相談、出張教育相談、
電話相談、Ｅメール相談を実施している。

27,206 11,847 9,180 9,130

人権教育課 心の教育センター電話相談事
業
　※再掲

悩みを抱える児童生徒や保護者等が、夜間、休日を含め24時
間電話相談ができる体制を整え、早期対応による児童生徒の
よりよい成長を支援する。
※H26で統合廃止

4,879 6,516

147 人権教育課 スマイルふれんど派遣研究事
業

高知大学との連携により、家庭にひきこもりがちな子どもたち
の話し相手として、学生・大学院生を派遣する。 60 110 53 105

148 人権教育課 心の教育センター相談事業
（ふれんどるーむCoCo）　※再
掲

不登校の子どもたちが気軽に来所し、学生ボランティアと交流
できる居場所を設置している。 28 179 179 162

149 障害保健福祉課 ひきこもり地域支援センター事
業
　※再掲

ひきこもり地域支援センターにおいて、関係機関のネットワーク
の連携強化を図るとともに、ひきこもり自立支援対策に必要な
情報を提供し、相談支援体制の充実を図る。 6,734 6,403 6,484 6,449

150 人権教育課 生徒指導推進事業
　※再掲

市町村教育委員会が配置する教員OBや警察OB等を、課題が
ある管内の学校へ派遣し、学校での非行・問題行動等の未然
防止及び早期発見、緊急時の対応等を行う。

6,406 14,136 14,156 9,468

151 人権教育課 高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
①志育成型学校活性化事業
　※再掲

統括アドバイザーが推進校５校に入り、生徒指導の視点を入れ
た学校経営をＲＰＤCAサイクルに基づき組織的に展開する。
生徒支援アドバイザーが推進校に入り、不登校や発達障害等
の生徒等への支援について指導助言を行う。
（2年間の指定とし、H25年度6校、Ｈ26年度11校、Ｈ27年度11
校、Ｈ28年度5校、計17校の中学校を指定）

4,234 4,756 5,847 4,984

152 人権教育課 高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
②未来にかがやく子ども育成
型学校活性化事業
　※再掲

連携推進校に推進リーダーを配置し、児童生徒の自己指導能
力を育成するため、9年間で育てる力を明確にし、小中が共同
し、組織で生徒指導の３機能（自己存在感を与える、共感的人
間関係を育成する、自己決定の場を与える）を全ての教育活動
に位置付けた取組を、組織的に展開する。
（2年間の指定とし、H27年度2中学校区、H28年度以降、毎年４
中学校区を指定）

5,897 2,552

人権教育課 夢・志を育む「開発的生徒指
導」推進事業
②学校経営計画に基づく生徒
指導推進校支援事業
　※再掲

生徒指導推進校において不登校やいじめ等の生徒指導上の
諸問題を改善するため、学校経営計画に生徒指導の視点を位
置付け、組織的な生徒指導を推進する。
推進校（中学校8校指定）に生徒指導推進員を配置し、学校経
営計画に生徒指導の視点を位置付け推進する組織的な生徒
指導の補佐や不登校生徒への支援を行う。
生徒指導推進員連絡協議会（年間5回）を実施し、推進校の取
組の情報共有、推進員の指導力の向上を図る。

523 580

153 警察本部少年女性安全対策
課
　　　　　　 少年課

少年に手を差し伸べる立ち直
り支援活動

非行少年や不登校児童等に対して農業や魚釣り等の体験学
習を含めた立ち直り支援活動、トークルーム教室の居場所作り
の強化を推進する。
※平成25年６月策定の「高知家の子ども見守りプラン」の一施
策

507 421 432 254

・問題行動のある子どもに対す
る立ち直りの支援や、社会で
孤立させないための体制の充
実
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

154 児童家庭課 見守りしごと体験講習事業 無職の非行少年の職場適性をより慎重に見極めるための、20
日間（4週間）の見守りしごと体験講習を実施する。 1,707 2,243 0 0

155 児童家庭課 見守り見舞金制度 無職の非行少年をしごと体験講習で受け入れた見守り雇用主
が当該少年から損害を受けた場合に、損害に応じた見舞金（上
限100万円）を支払う。（県が直接支払い）

100 100 0 0

156 児童家庭課 見守り身元保証制度 無職の非行少年を雇用した見守り雇用主が当該少年から損害
を受けた場合に、損害に応じた見舞金（上限100万円）を支払
う。
※全国就労支援事業者機構と協定を締結

360 360 0 0

157 児童家庭課 見守りしごと体験講習指導 中学卒業後、就職を検討している生徒や進路が定まっていな
い生徒(中学3年生)を対象に授業の一環として、見守り雇用主
の元で最長10日間の仕事体験を実施する。

240 240

158 健康長寿政策課 子どもの健康的な生活習慣支
援事業

子どもの頃からの健康的な生活習慣の定着を推進する。
2,991 2,870 3,774 1,479

159 健康長寿政策課 地域食育推進事業 若い世代の栄養・食生活の改善、食育に取り組み、生活習慣
病予防に繋げるために、保育所や学校などでの食育講座や量
販店における食育イベントを開催し、多くの子ども、県民に食育
の重要性を啓発している。

1,350 1,150 1,150 872

160 生涯学習課 家庭教育支援基盤形成事業
　※再掲

市町村における家庭学習支援の取組を支援するとともに、学
校や地域での出前講座を実施することにより、家庭の教育力
の向上を図る。

3,832 3,500 4,188 4,107

161 スポーツ健康教育課 給食の時間における食に関す
る指導

児童生徒の食生活を中心とした生活習慣の改善を図るため
に、給食の時間における食に関する指導の実践と推進を行う。
食育を推進していくため「食に関する指導の実施状況調査」に
より現状把握、フィードバックを行う。

176 182 182 171

162 幼保支援課 親育ち支援推進事業
（基本的生活習慣向上事業）

保護者が生活習慣定着の重要性について理解し、早期から望
ましい生活習慣を確立するために、各園における学習会や講
師による講演を行う。

1,460 3,803

163 健康長寿政策課 子どもの健康的な生活習慣支
援事業　※再掲

子どもの頃からの健康的な生活習慣の定着を推進する。

2,991 2,870 3,774 1,479

164 生涯学習課 家庭教育支援基盤形成事業
　※再掲

市町村における家庭学習支援の取組を支援するとともに、学
校や地域での出前講座を実施することにより、家庭の教育力
の向上を図る。

3,832 3,500 4,188 4,107

165 幼保支援課 親育ち支援推進事業
（基本的生活習慣向上事業）
※再掲

保護者が生活習慣定着の重要性について理解し、早期から望
ましい生活習慣を確立するために、各園における学習会や講
師による講演を行う。

1,460 3,803

166 健康長寿政策課 喫煙防止教育研修会事業 各学校で、学年に応じた効果的な喫煙防止教育が実施される
よう、養護教諭等関係者のスキルアップを目的とした研修会を
開催する。

107 91 115 115

167 スポーツ健康教育課 薬物乱用防止教育研修会等
事業

青少年の薬物乱用問題については、依然として予断を許さな
い状況にあり、薬物乱用を防止するため、薬物問題に従事して
いる多分野の関係機関と相互連携を図りながら、薬物乱用防
止教育研修会を開催する。

266 215 193 227

168 健康長寿政策課 子どもの健口応援推進事業 子どもの頃からのむし歯、歯周病予防のため、関係者の正しい
理解を得るため、研修会を開催し、フッ化物応用の普及促進
や、子どもの理想的な生活習慣の定着を図る。

3,017 3,723 4,107 2,705

169 スポーツ健康教育課 学校保健指導費 学校保健安全法の目的である学校教育の円滑な実施とその
成果の確保に資するうえで必要な保健管理及び保健教育を推
進し、むし歯・歯肉炎予防、フッ化物応用、仕上げ磨きの重要
性と口腔清掃定着を図るため、養護教諭をはじめ関係者に対
する啓発活動を行う。

3,937 3,485 3,104 3,077

・朝ごはんの習慣づけなど、食
生活の重要性やバランスの良
い栄養素の摂取についての啓
発、健康教育や栄養指導の実
施

・発達段階に応じた適切な運
動と適切な休養、睡眠の質や
適切な睡眠時間などの生活リ
ズムの重要性についての啓
発、健康教育や指導の実施

・喫煙の影響や喫煙防止につ
いての健康教育の実施と、受
動喫煙の防止に向けた取り組
みの推進

・むし歯、歯肉炎予防、フッ化
物応用の推進や仕上げ磨きの
重要性と口腔清掃定着の啓発

プラン１２
子どもの健やかな成長を支え
る生活習慣づくりの推進
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（単位：千円）子どもの環境づくり推進計画（第三期）　　関連事業一覧
番号 プラン 担当課室 事業名 事業概要 H28予算

H27予算
(2月補正後)

H26予算
(2月補正後）

H25予算
(2月補正後）

合計 5,897,138 4,424,141 3,608,007 3,274,387 

再掲を除いた計 2,037,313 1,595,997 1,404,145 1,227,136 

事業数（合計） 169 167 166 163 

再掲を除いた事業数 125 122 121 118 
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