
（単位：千円）

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

・芸術やスポーツ、自然などの生の姿に触れ、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を通じて地場産業についての理解を深めるなど、様々な職業観を身に付ける機会の充実

・子どもの「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

・子どものスポーツに対する意欲が高まり、体力・競技力の向上や部活動の活性化につながる取り組みの推進　　

・子どもが読書習慣を身につけられるための読書活動の推進や、様々な機会と場所において読書できる環境づくり

・ボランティア活動への支援や学年・学校を超えた地域間交流の場づくりへの支援

・南海トラフ地震等の災害発生時に、子どもの命を守り、命をつなぐための支援や　　情報提供

・子どもが公共のイベントに企画などを通じて参加する機会の促進や、地域の特色を生かした子どもの自主的・創造的な活動の推進

・子どもの地域活動などに関する情報提供

・妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合的な支援を行う「高知版ネウボラ(※)」の推進

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

・乳幼児の親子が交流を行う集いの場の充実や、放課後における子どもの学びの場（学ぶ意欲の向上につながる多様な活動の場）の充実

・地域における子どもの見守り体制の整備

・県内全域へ子ども食堂の取り組みを広げるため、立ち上げ段階から活動の継続まで切れ目のない支援の実施

・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、通信制課程の推進

・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

・家族や地域と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

・音楽活動への参加など子どもの成長に応じた様々な表現の場づくりへの支援

・非行防止教室や万引き防止の啓発、ネットマナーやＳＮＳの危険性の啓発など、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

・子どもの交通安全意識を醸成する取り組みの推進

・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

・児童相談所の体制強化や市町村における児童家庭相談体制の強化など、児童虐待予防等の取り組みの推進

・各種相談機関での来所や電話・メールによる相談支援の充実及び体制強化と窓口の広報等の実施

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門人材の配置拡充など、　保育所等や学校における相談・支援体制の充実

・不登校の予防と不登校児童生徒などへの支援の強化

・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就労支援など見守り体制の充実

・奨学金貸与や就学に対する援助など、進学・修学の希望を叶えるための経済的な支援　

・子どもの健やかな成長を育む生活基盤の確保にむけた保護者等への支援

・里親制度の推進や、児童養護施設等に入所する子どもなどに対する学習支援・自立支援の推進

・朝ごはんの習慣づけなど健全な食生活の重要性についての啓発や、健康教育や食に関する指導の実施

・発達段階に応じた適切な運動や休養、睡眠など生活リズムの重要性についての健康教育・指導や、啓発の実施　

・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・歯肉炎予防やフッ化物応用の推進、仕上げ磨きの重要性の啓発

229 12,067,525 

176 7,423,813 

子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧（事業数・予算）
令和３年度

合計

うち再掲除く実質合計

【資料1】

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 7 740,300 

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

56 1,473,456 

3

【プラン３】
子ども自身の自発的な活動を支援

12 72,342 

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 41,478 

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

29 2,394,715 

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

4 134,093 

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

9 820,708 

8

【プラン８】
子どもと大人の規範意識を高める取り組み

18 40,576 

9
【プラン９】
子どもの人権に関する理解の促進 6 38,082 

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 24 1,395,899 

11

【プラン１１】
不登校対策などへの多方面からの取り組み

14 571,505 

12

【プラン１２】
子どもの置かれた環境にかかわらず学び育つための支
援 35 4,314,830 

13

【プラン１３】
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 29,541 



［別紙１］

高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

1 プラン１
子どもが豊かな体験をするた
めの支援

・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

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。

5,382 3,840 3,629 1,722 

2 保健体育課 幼児期の身体活動推進事業
（R1廃止）

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。

R1廃止 R1廃止 R1廃止 657 

3 ・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

薬務衛生課 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。

385 449 440 439 

4 子ども・子育て支援課 子育て応援広報紙作成等委託
事業（「わいわいくじら」夏休み
号）
（R1廃止）

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。

R1廃止 R1廃止 R1廃止 271 

5 国際交流課 友好姉妹都市学生等交流推
進事業

高知県と姉妹交流協定を締結している韓国・全羅南道と本県の青少年を相互派遣し、
様々な体験活動を行うとともに両県道の交流を推進する。（隔年で受入と派遣を実施）
本県と全羅南道の高校生を１年ごとに相互派遣し、現地高校訪問や、ホームステイ等を
通した国際交流を行う。

780 895 738 999 

6 自然共生課 環境活動支援センター事業 環境学習の講師の紹介、派遣、育成、環境学習プログラムの作成及び活動団体の交流
会の開催により、子どもたちの環境学習や環境活動を支援する。
また、地域イベントへの出展やホームページ運営等による情報発信を行う。

17,500 17,891 16,446 16,168 

7 自然共生課 牧野植物園管理運営費
（企画広報事業）

植物を通じた学習や体験活動ができるイベントを広く周知するために、県内向けテレビ・
ラジオＣＭの放送や、チラシ・ポスターの製作を行う。

3,633 4,455 4,738 4,101 

8 生涯学習課 新・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。 707,238 774,020 636,533 523,645 

9 生涯学習課 環境学習推進事業　
　※再掲（1番）

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。

5,382 3,840 3,629 1,722 ○

10 生涯学習課 長期宿泊体験活動推進事業
（R1廃止）

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。

R1廃止 R1廃止 R1廃止 2,476 

11 文化振興課 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。

4,522 4,535 3,803 3,480 

12 文化振興課 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。

794 809 855 754 

13 文化振興課 県立高知城歴史博物館
（教育普及事業）　

子ども達へ歴史・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。

3,217 3,547 5,620 3,327 

14 文化振興課 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。

1,759 1,589 1,878 1,419 

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

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



［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

15 文化振興課 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。

2,250 4,441 3,307 7,542 

16 スポーツ課 「わいわいチャレンジ！」　（ス
ポーツ体験事業）

（R1廃止）

県下小学生を対象にオリンピック種目からニュースポーツまで、日頃経験できないスポー
ツ体験活動を通して、種目の特性を知ったり､生涯にわたってスポーツに親しむための基
盤作りとなるようにする。また、ジュニア選手として必要な知識やトレーニングについて、
実践を通して学べる場とする。 R1廃止 R1廃止 R1廃止 547 

17 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。

734 1,134 1,514 1,912 

18 生涯学習課 地域学校協働活動推進事業 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。

72,747 77,634 78,118 67,132 

19 生涯学習課 新・放課後子ども総合プラン推
進事業　　
　※再掲（8番）

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。

707,238 774,020 636,533 523,645 ○

20 生涯学習課 青少年教育施設振興事業 青少年の健全な育成に向けて、県立青少年教育施設としての機能を生かし、子どもも大
人も参加できる多様で魅力的な体験プログラムを提供する。
また、体験活動等を通じて、中１ギャップやいじめ・不登校等の未然防止に向けて取り組
む。 4,527 4,585 4,585 4,549 

21 文化財課 高知県立埋蔵文化財センター
（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。

458 481 592 750 

22 文化財課 高知県立埋蔵文化財センター
（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。

1,162 1,319 1,481 1,902 

23 文化振興課 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。

4,170 4,530 2,280 5,500 

24 文化振興課 県立美術館
（教育普及事業）
　※再掲（１５番）

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。

2,250 4,441 3,307 7,542 ○

25 国際交流課 親子で学ぶ国際理解講座開催
事業

子供たちに国際的な関心を持ってもらうための手段として、在住外国人や県南米研修員
が講師となり、料理作り等を通して、様々な国の文化や生活様式を知る。

105 105 104 110 

26 国際交流課 高知県・韓国全羅南道小中学
生相互国際交流

JALの支援（児童、引率の往復航空券）により、本県と全羅南道の児童福祉施設の児童
の相互国際交流（文化交流）を行う。

0 376の内数 376の内数 613の内数

27 まんが王国土佐推進課 「まんが教室」開催事業 県内のプロ、セミプロの漫画家が小中学校等を訪問し、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。
※Ｒ３年度より鏡地区、春野地区及び土佐山地区に限り高知市内も対象に追加。

210 210 213 297 

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

・芸術やスポーツ、自然などの
生の姿に触れ、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



［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

28 まんが王国土佐推進課 「まんが塾」開催事業 県内の中高生を対象に年６回の講座を開催し１枚まんが等の描き方や考え方を学び、ま
んがで自分の思いや考え方を表現できる人材の育成を図る。
※令和２年度より、高知まんがＢＡＳＥの運営委託先にて実施。

286
※管理運営
等委託費の

一部

286 160 

29 スポーツ課 「わいわいチャレンジ！」　（ス
ポーツ体験事業）
 ※再掲（16番）

（R1廃止）

県下小学生を対象にオリンピック種目からニュースポーツまで、日頃経験できないスポー
ツ体験活動を通して、種目の特性を知ったり､生涯にわたってスポーツに親しむための基
盤作りとなるようにする。また、ジュニア選手として必要な知識やトレーニングについて、
実践を通して学べる場とする。

R1廃止 R1廃止 R1廃止 547 ○

30 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。

346 349 340 348 

31 林業環境政策課 山の学習支援事業 「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。

19,797 17,681 18,076 18,000 

32 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。　

2,400 2,400 2,288 2,465 

33 木材産業振興課 乳幼児等木育推進事業
木の香るまちづくり推進事業
（木育推進事業）へ統合

市町村等が行う乳幼児への木製玩具等の配布を支援する。

2,000 2,029 825 577 

34 自然共生課 環境活動支援センター事業
　※再掲（６番）

子どもたちが環境について考え、行動し、その経験を絵日記することで、環境意識を育む
ことを目的とした環境絵日記コンテストを実施する。
また、体験型の環境イベントを開催して子どもたちが環境について見て、触れて、遊ん
で、学べる機会を提供する。 17,500 17,891 16,446 16,168 ○

35 自然共生課 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。

5,937 12,106 9,545 9,745 

36 自然共生課 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。 14,261 12,101 9,362 9,340 

37 防災砂防課 こども防災キャンプ 子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。 80 53 53 61 

38 港湾・海岸課 こども防災キャンプ 子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 

39 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。 4,840 4,000 4,000 4,000 

40 高等学校課 感性を育む教育推進費
※令和２年度  全国高等学校
総合文化祭（こうち総文）終了

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。

R3廃止 72,067 90,182 21,067 

41 生涯学習課 環境学習推進事業
　※再掲（1番）

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。

5,382 3,840 3,629 1,722 ○

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

・芸術やスポーツ、自然などの
生の姿に触れ、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
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

42 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

・芸術やスポーツ、自然などの
生の姿に触れ、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

生涯学習課 青少年教育施設振興事業
　※再掲（20番）

青少年の健全な育成に向けて、県立青少年教育施設としての機能を生かし、子どもも大
人も参加できる多様で魅力的な体験プログラムを提供する。
また、体験活動等を通じて、中１ギャップやいじめ・不登校等の未然防止に向けて取り組
む。 4,527 4,585 4,585 4,549 ○

43 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 

44 林業環境政策課 山の学習支援事業
（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。

3,750 2,015 1,734 15,900 

45 林業環境政策課 木育指導員活動支援事業 木育を推進することにより、木に対する親しみや関心を持ってもらうため、幼児等に対し
て行う木育の活動を支援する。

2,094 2,094 0 0 

46 木材産業振興課 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
ブや図書館などへの木製品の導入を支援する。 20,000 24,175 19,175 20,000 

47 自然共生課 環境活動支援センター事業
　※再掲（6番）

地域の企業等の施設を訪問し、日頃公開されていない場所を見学して、環境に配慮した
取組について学ぶ視察研修を実施する。

17,500 17,891 16,446 16,168 ○

48 自然共生課 牧野植物園管理運営費
（教育普及事業）
　※再掲（35番）

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。

5,937 12,106 9,545 9,745 ○

49 障害保健支援課 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。

264 264 0 130 

50 文化振興課 県立歴史民俗資料館
（教育普及（学校教育）事業）
※再掲（14番）

県有施設における中高生の職場体験の受入を行う。

0 0 0 0 ○

51 まんが王国土佐推進課 まんが甲子園開催事業 国内外の高等学校等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
れた学校が本県で開催する本選大会に参加し、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。また、高校生同士の文化的国際交流も行われる。本選
会場で、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ができるスカウト制度を実施している。

47,083 10,510 36,673 31,732 

52 まんが王国土佐推進課 「まんが教室」開催事業
　※再掲（27番）

県内のプロ、セミプロの漫画家が小中学校等を訪問し、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。
※Ｒ３年度より鏡地区、春野地区及び土佐山地区に限り高知市内も対象に追加。 210 210 213 297 ○

53 まんが王国土佐推進課 「まんが塾」開催事業
※再掲（28番）

県内の中高生を対象に年６回の講座を開催し１枚まんが等の描き方や考え方を学び、ま
んがで自分の思いや考え方を表現できる人材の育成を図る。
※令和２年度より、高知まんがＢＡＳＥの運営委託先にて実施。

286
※管理運営
等委託費の

一部

286 160 ○

54 私学・大学支援課 私立学校教育力強化教育改
革推進事業

私立学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。

139,539 139,499 131,608 124,496 

55 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 

・学校や地域でのものづくり体
験を通じて地場産業について
の理解を深めるなど、様々な
職業観を身に付ける機会の充
実

・子どもの「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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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

56 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

・子どもの「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

スポーツ課 タレント発掘四国ブロック展開
事業

（R2廃止）

四国各県で実施されている地域タレント発掘事業（高知県は「高知くろしおキッズ・高知く
ろしおジュニア」）で発掘された優秀な選手を、年代別の日本代表選手レベルに引き上げ
るとともに、効果的な発掘・育成システムを広域レベルで構築してくため、四国ブロック規
模でより質の高いプログラムを実施する。

R2廃止 R2廃止 20,916 22,380 

57 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。

535 750 936 970 

58 小中学校課 小中学校キャリア教育充実プ
ラン

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。 377 482 2,931 8,641 

59 高等学校課 ２１ハイスクールプラン推進費
（R3組替えにより学びの保障・
充実のための取組推進事業の
内数へ）
　※再掲(62番)

各県立高校等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で創造的な取
組を推進する。

39,000 39,000 39,000 39,000 ○

60 高等学校課 キャリアアップ事業（インターン
シップ）
→事業の一部を産業教育推進
費に組み替えて再編

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。 12,532 15,651 6,896 6,982 

61 高等学校課 キャリアアップ事業（進路に向
けた課題解決支援）
(※R1組替えにより廃止 )

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。 R1廃止 R1廃止 R1廃止 8,443 

62 高等学校課 学びの保障・充実のための取
組推進事業
ソーシャルスキルアップ事業

※キャリアアップ事業（地域産
業を支える人材育成）
→産業教育推進費に事業を組
み替えて再編

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」のうちの「学力向上」に関して、「生徒の学習支援」「学校の学習支援体制の充
実」を図る。 134,435 93,206 94,642 114,876 

63 高等学校課 産業教育推進費
キャリアアップ事業（外部講師
活用事業）

外部講師活用事業、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。

37,686 14,803 4,135 4,325 

64 高等学校課 教師力ブラッシュアップ事業 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」のうちの「学力向上」に重点化して、「教員の指導力向上」を図る。

1,691 2,447 7,080 8,378 

65 特別支援教育課 特別支援学校キャリア・プロ
ジェクト（キャリア教育・就労支
援推進事業）

特別支援学校の児童生徒一人一人の実態や進路希望に応じ、地域や関係機関等と連
携、協働した早期からのキャリア教育、進路指導の充実を図り、自立と社会参加を実現
する。

8,282 7,860 7,679 7,789 

66 保健体育課 トップアスリート夢先生派遣事
業
（R1廃止）

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。 R1廃止 R1廃止 R1廃止 7,128 

67 ・子どものスポーツに対する意
欲が高まり、体力・競技力の向
上や部活動の活性化につなが
る取り組みの推進

スポーツ課 私立高等学校運動部活動強
化校支援事業

運動部活動の競技力の向上を図るため、私立学校の運動部活動推進校等を指定し、競
技力向上に向けた支援を行う。

2,400 3,600 2,400 2,232 
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

68 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

・子どものスポーツに対する意
欲が高まり、体力・競技力の向
上や部活動の活性化につなが
る取り組みの推進

スポーツ課 中学生競技力向上対策事業 中学生の競技力の向上を図るため、高知県中学校体育連盟が行う競技力向上事業に
対し補助する。

14,353 6,461 14,877 15,506 

69 スポーツ課 タレント発掘四国ブロック展開
事業
　※再掲(56番)
　　（R2廃止）

四国各県で実施されている地域タレント発掘事業（高知県は「高知くろしおキッズ・高知く
ろしおジュニア」）で発掘された優秀な選手を、年代別の日本代表選手レベルに引き上げ
るとともに、効果的な発掘・育成システムを広域レベルで構築してくため、四国ブロック規
模でより質の高いプログラムを実施する。

R2廃止 R2廃止 20,916 22,380 ○

70 スポーツ課 高知県スポーツ少年団育成事
業

スポーツ少年団組織の充実と活動の活性化を図る各種の事業を行う。

6,092 884 2,758 2,211 

71 保健体育課 県立学校運動部活動活性化
事業
（旧運動部活動強化校支援事
業）

本県のスポーツにおける競技力の向上及び運動部活動を地域づくりや学校運営の核と
するため、県立学校（高等学校・特別支援学校）に運動部活動活性化推進部及び運動部
活動強化推進部を指定し、活動費の支援等を行う。 7,018 8,415 13,555 13,555 

72 保健体育課 運動部活動サポート事業 ①運動部活動に専門的な指導やスポーツ医・科学面からのサポートが出来る運動部活
動支援員を派遣、②運動部活動支援員の資質向上のための研修会の実施、③中山間
地域における運動部活動支援員の配置促進を図る。

R3廃止 10,090 18,263 18,909 

73 保健体育課 運動部活動指導員派遣事業 ①運動部活動に係る教員の働き方に関する負担軽減と運動部活動の質的向上を図る
のために、単独指導等が可能な運動部活動指導員の配置とその促進②運動部活動指
導員の資質向上のための研修会を実施する。 71,861 56,009 24,335 12,218 

74 スポーツ課 高知県パスウェイシステム事
業

県内の優秀な小学生に対しトップアスリートに向けた育成・強化を行う。
自分に合った競技を見つけることができる測定会やスポーツ体験会を実施する取組。

17,032 16,027 0 0 

75 プラン３
子ども自身の自発的な活動を
支援

・子どもが読書習慣を身につけ
られるための読書活動の推進
や、様々な機会と場所におい
て読書できる環境づくり

生涯学習課 読書活動推進事業 「高知県子ども読書活動推進計画」に基づき、県内のすべての子どもに読書習慣を定着
させるため、多様な読書機会の提供や読書に関わる人材育成を図り、県内の読書環境、
情報環境の充実と活性化を図る。 1,429 1,281 2,261 1,994 

76 ・ボランティア活動への支援や
学年・学校を超えた地域間交
流の場づくりへの支援

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。 4,101 4,140 3,749 3,657 

77 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た推進計画の進捗管理や子どもが主体的に考え
る機会となるフォーラムの内容検討、開催を行う。

2,478 2,707 2,552 2,824 

78 まんが王国土佐推進課 まんが甲子園開催事業
※再掲（51番）

国内外の高等学校等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
れた学校が本県で開催する本選大会に参加し、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。また、高校生同士の文化的国際交流も行われる。本選
会場で、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ができるスカウト制度を実施している。

47,083 10,510 36,673 31,732 ○

79 ・南海トラフ地震等の災害発生
時に、子どもの命を守り、命を
つなぐための支援や、情報提
供

防災砂防課 こども防災キャンプ
※再掲（37番）

子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。

80 53 53 61 ○

80 港湾・海岸課 こども防災キャンプ
※再掲（38番）

子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 ○

81 学校安全対策課 防災教育研修会 震災を経験した教職員による講演、安全教育プログラムに基づく教育手法の演習や実践
発表等の研修から、「自分の命を守りきる力」を子どもたちに身に付けさせる防災教育の
徹底、教職員の危機管理力や防災対応力の向上を図る。

1,178 3,444 1,732 1,827 
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

82 プラン３
子ども自身の自発的な活動を
支援

・南海トラフ地震等の災害発生
時に、子どもの命を守り、命を
つなぐための支援や、情報提
供

学校安全対策課 防災教育指導事業 防災ハンドブック（高１）及び防災教育副読本（小３、中１）の配付等、防災教育について
の環境整備を通して、安全教育プログラムに基づく防災教育の徹底を図る。

2,299 4,378 8,772 3,258 

83 学校安全対策課 実践的防災教育推進事業 「高知県高校生津波サミット」の取組を通じて、高校生による主体的な防災活動を支援
し、高校生防災リーダーの育成を図る。
モデル地域を指定し、拠点校の防災を中心とした組織的取組をモデル地域で共有・検証
し、各学校での取組の促進や地域全体での学校安全推進体制を構築する。その仕組み
を県内に普及し、県内全域での学校安全の取組の推進を目指す。

11,145 13,438 11,738 10,560 

84 学校安全対策課 学校防災アドバイザー派遣事
業

県内の大学等の有識者を学校防災アドバイザーとして学校に派遣し、各校の避難場所・
避難経路等について専門的知見から助言を行うことを通して、学校防災マニュアルの見
直しや避難訓練の改善等、安全管理の強化を図る。 477 239 239 1,100 

85 学校安全対策課 防災キャンプ推進事業

（R1廃止）

学校等を避難所と想定した生活体験等を地域住民や保護者の協力を得て実践する防災
キャンプについて、市町村へ委託して実施する。

R1廃止 R1廃止 R1廃止 600 

86 幼保支援課 南海トラフ地震対策研修等事
業

園児の防災に対する意識の育成に係る研修や各園の防災マニュアルの検証・情報交換
等を行い、保育所・幼稚園等の防災力の向上を図る。

601 847 924 974 

87 生涯学習課 新・放課後子ども総合プラン推
進事業（うち、放課後子ども教
室等の安全対策）
※再掲（８番）

放課後の子どもたちの安全・安心な居場所づくりを図るため、児童クラブや子ども教室に
おける室内安全対策の実施や支援員等を対象とした防災研修会を開催する。

1,471 626 1,255 1,427 ○

88 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

・子どもが公共のイベントに企
画などを通じて参加する機会
の促進や、地域の特色を生か
した子どもたちの自主的・創造
的な活動の推進

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（77番）

「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た推進計画の進捗管理や子どもが主体的に考え
る機会となるフォーラムの内容検討、開催を行う。

2,478 2,707 2,552 2,824 ○

89 高等学校課 ２１ハイスクールプラン推進費
※再掲（62番）

各県立高校等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。

39,000 39,000 39,000 39,000 ○

90 ・子どもの地域活動などに関す
る情報提供

【全所属】 【全所属事業】

0 0 0 0 

91 子ども・子育て支援課 地域子ども・子育て支援事業 子ども・子育て支援法に規定する地域子ども・子育て支援事業（利用者支援事業（母子
保健型））に対して補助する。（市町村が設置する子育て世代包括支援センターの運営費
等の支援） 28,243 26,946 22,892 20,036 

92 子ども・子育て支援課 乳児家庭全戸訪問事業・養育
支援訪問事業

乳児がいる全家庭及び養育支援が必要な家庭の訪問による支援、家庭での養育が一
時的に困難となった児童等の養育・保護の実施等により、児童及びその家庭の福祉の
向上を図る。 13,277 11,435 11,968 13,607 

93 子ども・子育て支援課 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。 17,943 16,676 24,000 24,000 

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

・妊娠期から子育て期までの
切れ目のない総合的な支援を
行う「高知版ネウボラ」の推進
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

94 子ども・子育て支援課 地域子ども・子育て支援事業 子ども・子育て支援法に規定する地域子ども・子育て支援事業（利用者支援事業（基本
型及び特定型）、子育て短期支援事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、地
域子育て支援拠点事業）に対して補助する 132,877 114,564 106,499 121,412 

95 子ども・子育て支援課 安心子育て応援事業
※地域子育て支援等機能強化
事業に予算組み替え

市町村や団体・企業、子育てサークル等が行う子育て支援の取組に対して補助

－ 10,688 16,029 14,375 

96 子ども・子育て支援課 地域子育て支援等機能強化事
業
※安心子育て応援事業から予
算組み替え

市町村や団体・企業等が行う子育て支援の取組に対して補助

42,087 － － －

97 子ども・子育て支援課 子育て講座等実施委託事業 子育てサークル等の地域資源を活用し、地域で気軽に不安や悩みを相談できる支援者
の育成や交流の場づくりなど、子育て支援サービスの充実を図るための子育て講座等
の実施

5,793 － － －

98 子ども・子育て支援課 子育て支援員等研修事業 地域子育て支援センターの人材養成及び質の向上に向けた研修開催

1,832 1,976 2,146 2,446 

99 子ども・子育て支援課 出会い・結婚・子育て応援コー
ナー（子育て相談）

専門職員を配置し、妊娠期から子育て期までの相談支援、地域子育て支援センターの
機能強化に向けた支援を実施

2,915 4,429 4,381 4,660 

100 幼保支援課 多機能型保育支援事業 保育所等を中心とした地域の高齢者や子育て世代などの交流の場づくりを進めるととも
に、保育所等の子育て支援機能を強化し、子育て家庭を地域で見守り、支えあう、地域
ぐるみの子育て支援を行うことが可能な多機能型の保育事業を推進する。 10,933 11,767 11,966 14,901 

101 子ども・子育て支援課 「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。 2,614 1,796 1,773 5,273 

102 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。

14,240 11,192 13,077 3,599 

103 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。

4,652 4,741 3,006 2,958 

104 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教育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。 5,768 5,103 5,789 3,735 

105 子ども・子育て支援課 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。

264 264 264 264 

106 子ども・子育て支援課 地域子ども・子育て支援事業 子ども・子育て支援法に規定する地域子ども・子育て支援事業（利用者支援事業（基本
型）、地域子育て支援拠点事業）に対して補助 127,865 111,539 102,602 117,199 

107 子ども・子育て支援課 安心子育て応援事業
　※再掲(95番)

市町村や団体・企業、子育てサークル等が行う子育て支援の取組に対して補助

－ 10,688 16,029 14,375 ○

108 子ども・子育て支援課 地域子育て支援等機能強化事
業
※安心子育て応援事業から予
算組み替え
　※再掲(96番)

市町村や団体・企業等が行う子育て支援の取組に対して補助

42,087 － － － ○

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

・妊娠期から子育て期までの
切れ目のない総合的な支援を
行う「高知版ネウボラ」の推進

・子どもの心の安全基地となる
親の子育て力向上のための支
援や、保育者などの資質及び
専門性を高める取り組みの推
進

・乳幼児の親子が交流を行う
集いの場の充実や、放課後に
おける子どもの学びの場（学ぶ
意欲の向上につながる多様な
活動の場）の充実
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

109 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

・乳幼児の親子が交流を行う
集いの場の充実や、放課後に
おける子どもの学びの場（学ぶ
意欲の向上につながる多様な
活動の場）の充実

子ども・子育て支援課 子育て講座等実施委託事業
　※再掲(97番)

子育てサークル等の地域資源を活用し、地域で気軽に不安や悩みを相談できる支援者
の育成や交流の場づくりなど、子育て支援サービスの充実を図るための子育て講座等
の実施 5,793 － － － ○

110 子ども・子育て支援課 子育て支援員等研修事業
　※再掲（98番）

地域子育て支援センターの人材養成及び質の向上に向けた研修開催
1,832 1,976 2,146 2,446 ○

111 幼保支援課 多機能型保育支援事業
　※再掲(100番)

保育所等を中心とした地域の高齢者や子育て世代などの交流の場づくりを進めるととも
に、保育所等の子育て支援機能を強化し、子育て家庭を地域で見守り、支えあう、地域
ぐるみの子育て支援を行うことが可能な多機能型の保育事業を推進する。

10,933 11,767 11,966 14,901 ○

112 生涯学習課 新・放課後子ども総合プラン推
進事業　
　※再掲（8番）

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。 707,238 774,020 636,533 523,645 ○

113 ・地域における子どもの見守り
体制の整備

地域福祉政策課 あったかふれあいセンター事
業 

子どもから高齢者まで、障害の有無にかかわらず誰もが気軽に集い、子育てや生活支
援、介護サービス等を受けることのできる拠点を設置し、要配慮者の見守りや生活課題
に対応した支え合い活動等を行う。 374,083 346,964 329,816 292,811 

114 障害福祉課 障害福祉サービス等確保支援
事業 （障害児長期休暇支援事
業）

学校等の長期休暇期間中に地域において、公民館等を利用して障害児の援助を行う事
業に対して補助を行う。

2,343 2,265 2,270 2,386 

115 子ども・子育て支援課 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 

116 子ども・子育て支援課 子どもの見守り体制推進事業
　※再掲（93番）

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。

17,943 16,676 24,000 24,000 ○

117 県民生活課 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。

3,340 2,185 2,092 2,041 

118 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

学校や通学路等における子どもの安全を守る体制の整備を推進するため、スクール
ガード・リーダーによる巡回指導やスクールガード養成講習会の開催等を通じて見守り
体制の強化を図る市町村を支援する。

19,808 19,808 13,644 13,707 

119 生涯学習課 地域学校協働活動推進事業
　※再掲（18番）

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。 72,747 77,634 78,118 67,132 ○

120 生涯学習課 新・放課後子ども総合プラン推
進事業　
　※再掲（8番）

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。

707,238 774,020 636,533 523,645 ○

121 ・県内全域へ子ども食堂の取
り組みを広げるため、立ち上げ
段階から活動の継続まで切れ
目のない支援の実施

子ども・子育て支援課 子どもの居場所づくり推進事
業

子ども食堂の開設、運営、衛生管理及び子育て支援・学習支援に関する経費の助成や
手引書の作成・配布などを通じて、子ども食堂の取組を県内全域に拡大する。

18,027 14,571 16,455 13,766 

122 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

・多様な学習ニーズやライフス
タイルに対応するため、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
等の活用の推進

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、修学奨励資金の貸与を実施
する。 2,281 2,777 2,691 2,574 

123 子ども・子育て支援課 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。

28,809 52,238 16,361 17,424 

124 子ども・子育て支援課 社会的養護自立支援事業（生
活相談支援）

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。 33,903 41,452 29,758 20,527 

125 生涯学習課 若者の学びなおしと自立支援
事業

中学校卒業時や高校中途退学時の進路未定者、ニートや社会的にひきこもり傾向にあ
る若者、及び就職氷河期世代（概ね40歳代）のうち長期間無業であった方やひきこもり傾
向にある方に対して、修学や就労に向け支援を行うことで、社会的自立を促進する。

69,100 64,110 48,378 48,646 

・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、就労など自立に向けた支
援
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

126 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

・家族や地域との絆を育む取り
組みの推進

子ども・子育て支援課 「こうちプレマnet」運営委託事
業
　※再掲(101番)

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。

2,614 1,796 1,773 5,273 ○

127 子ども・子育て支援課 子育て講座 地域社会全体で子育てを支援するため、地域子育て支援センター等に,専門職や講師と
なりうる地域人材を派遣し、学習機会を提供。

R3廃止 1,460 1,679 1,777 

128 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（103番）

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。 4,652 4,741 3,006 2,958 ○

129 警察本部少年女性安全対策
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 765 736 766 752 

130 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（77番）

「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た推進計画の進捗管理や子どもが主体的に考え
る機会となるフォーラムの内容検討、開催を行う。

2,478 2,707 2,552 2,824 ○

131 まんが王国土佐推進課 まんが甲子園開催事業
　※再掲（51番）

国内外の高等学校等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
れた学校が本県で開催する本選大会に参加し、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。また、高校生同士の文化的国際交流も行われる。本選
会場で、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ができるスカウト制度を実施している。

47,083 10,510 36,673 31,732 ○

132 生涯学習課 新・放課後子ども総合プラン推
進事業　
　※再掲（8番）

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。 707,238 774,020 636,533 523,645 ○

133 ・音楽活動への参加など子ど
もの成長に応じた様々な表現
の場づくりへの支援

文化振興課 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。 3,955 4,120 3,420 3,780 

134 まんが王国土佐推進課 まんが甲子園開催事業
　※再掲（51番）

国内外の高等学校等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
れた学校が本県で開催する本選大会に参加し、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。また、高校生同士の文化的国際交流も行われる。本選
会場で、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ができるスカウト制度を実施している。

47,083 10,510 36,673 31,732 ○

135 小中学校課 学校図書館を活用した「読み」
を鍛える拠点校事業

（R2廃止）

学校図書館を計画的に利用し、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に
図書及び新聞を生かすことで児童生徒の読書活動を充実させ、言語能力及び情報活用
能力の育成を図る。 R2廃止 R2廃止 8,534 9,094 

136 小中学校課 教育文化祭
　※再掲（39番）

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。

4,840 4,000 4,000 4,000 ○

137 高等学校課 感性を育む教育推進費
　※令和２年度  全国高等学
校総合文化祭（こうち総文）終
了
　※再掲(40番)

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。

R3廃止 72,067 90,182 21,067 ○

138 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、ネットマナーやSNSの
危険性の啓発など、非行の未
然防止策の推進

薬務衛生課 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

若年者が覚醒剤や大麻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。

2,556 2,762 2,657 2,754 

・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
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

139 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、ネットマナーやSNSの
危険性の啓発など、非行の未
然防止策の推進

子ども・子育て支援課 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。
コンビニ店舗等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。

0 0 0 566 

140 子ども・子育て支援課 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

コンビニ店舗等において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 0 

141 人権教育・児童生徒課 ネット問題啓発資料づくり事業 ネット問題に関する専門知識を有する、少年サポートセンターと高知工科大学の学生、
人権教育課の共同により、啓発用教材や資料などを作成し、インターネットの適正な利
用に向けた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。 0 0 23 343 

142 人権教育・児童生徒課 情報モラル教育実践ハンドブッ
ク（改訂）R3～
※ネット問題啓発資料づくり事
業に代わる取組として記載

子どものインターネット機器の利用に関するモラルやネット問題の危険性等についての
認識を高め、自らトラブルを防止しようとする児童生徒の育成や、保護者への啓発を目
的とした実践事例集の改訂を行う。 2,350 

143 人権教育・児童生徒課 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。 2,881 2,881 2,860 2,665 

144 警察本部少年女性安全対策
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 572 551 520 1,305 

145 ・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 道徳教育実践充実プラン 新しい学習指導要領が目指す「社会に開かれた教育課程」の実現を目指し、市町村教育
委員会が主体となって地域ぐるみの道徳教育を推進することにより、児童生徒の道徳性
を高める。

2,511 3,638 8,671 6,094 

146 ・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
（子どもの環境づくり事業）
　※再掲(77番)

「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た推進計画の進捗管理や子どもが主体的に考え
る機会となるフォーラムの内容検討、開催を行う。

2,478 2,707 2,552 2,824 ○

147 ・子どもの交通安全意識を醸
成する取り組みの推進

県民生活課 交通安全対策推進事業 各種の交通安全運動を具体的に推進し、広く県民に交通安全意識と交通安全思想の普
及を図り、交通事故防止に努める。

10,201 9,787 10,441 

148 私学・大学支援課 自転車ヘルメット着用推進事
業

県自転車条例に基づき、児童生徒等のヘルメット着用や損害賠償責任保険加入の促進
を図るため、自転車通学をしている児童生徒等を対象にしたヘルメット購入に係る費用
の一部の補助・助成や、自転車の安全利用に関する交通安全教育及び啓発を充実させ
る。

1,851 525 525 －

149 学校安全対策課 安全教育推進事業 モデル地域を指定し、拠点校の交通安全もしくは生活安全を中心とした組織的取組をモ
デル地域で共有・検証し、各学校での取組の促進や地域全体での学校安全推進体制を
構築する。その仕組みを県内に普及し、県内全域での学校安全の取組の推進を目指
す。

877 3,520 3,280 

150 学校安全対策課 自転車ヘルメット着用推進事
業

県自転車条例に基づき、児童生徒等のヘルメット着用や損害賠償責任保険加入の促進
を図るため、自転車通学をしている児童生徒等を対象にしたヘルメット購入に係る費用
の一部の補助・助成や、自転車の安全利用に関する交通安全教育及び啓発を充実させ
る。

8,532 9,876 7,945 

151 警察本部交通企画課 自転車安全教育（スケアードス
トレイト）

自転車の利用機会が多い子供が、スタントマンによる疑似交通事故の実演を間近で見
学することで、危険予測能力の向上及び基本的なルール・マナーを高めることなどの交
通安全意識の醸成を図る。

5,767 5,767 5,125 5,125 

152 警察本部交通企画課 Ｔ・Ｓ・Ｎを活用した交通安全教
育

警察本部交通部が学校の交通安全教育に必要な、交通法規・交通事故統計・交通事故
事例等を題材としたＴ・Ｓ・Ｎ（トラフィック・セーフティ・ニュース）を県教育委員会を通じ、
毎月、県下全ての中学校(116校）及び高等学校（48校）に提供し、交通ルール遵守と交
通安全意識の高揚を図る。

0 0 0 

153 警察本部交通企画課 自転車交通安全研修
（高校生自転車交通安全リー
ダー研修会）

各高等学校で交通安全に取り組んでいるリーダー的立場の生徒に対し、参加・体験・実
践型の自転車交通安全教室の実施により、交通安全意識の向上を図り、同研修修了者
を自転車交通安全リーダーとして認定し、同リーダーが中心となって自転車安全利用等
を促進・啓発するもの。

0 0 0 
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

154 プラン８
子どもと大人の規範意識を高
める取り組み

・子どもの交通安全意識を醸
成する取り組みの推進

警察本部交通企画課 交通安全教室 県内各市町村の小・中・高において、交通ルールやマナーの講話、横断歩道の渡り方、
自転車の乗り方や原動機付自転車等の実技指導を実施することにより、交通安全意識
の向上を図るとともに、交通事故防止を図る。

0 0 0 

155 警察本部交通企画課 自転車マナーアップキャンペー
ン

自転車安全利用五則や自転車利用者のルールの遵守徹底を目的とした広報の実施、
ヘルメットの着用や自転車損害賠償保険への加入促進等、自転車のマナーアップ向上
に努めるとともに、交通事故防止を図る。

0 0 0 

156 プラン９
子どもの人権に関する理解の
促進

・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

障害福祉課 「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。

508 506 562 1,129 

157 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・指導の実施
や人権教育研修会を開催する。(委託事業)

2,929 3,099 2,857 2,857 

158 人権・男女共同参画課 人権啓発研修事業
（人権教育、県民への啓発関
連）

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
スポットコマーシャルの放送、新聞へのコラム掲載、講師派遣等を行う。

22,627 22,552 22,924 23,461 

159 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。
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。

710 1,316 1,576 2,087 

160 人権教育・児童生徒課 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県民の人権意識の高揚を図る。

134 149 145 145 

161 人権教育・児童生徒課 児童会・生徒会交流事業
(H30：いじめ等の課題に取り組
む実行委員会「児童生徒会援
隊」）

いじめ問題の解決に向けて、児童生徒が主体となった取組をいっそう進めるため、県内
の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校の児童会・生徒会の代表者
が県内５会場に集まり、取組の実践交流や協議を行う。また、「高知家」児童生徒会援隊
（実行委員）中心となり、交流会の企画・運営を行い、いじめ問題の取組の推進を図る。
※R2年度より市町村や学校が主体となった取組に移行。

R2廃止 R2廃止 2,637 482 

162 ・地域ぐるみや職域での大人
に対する人権教育の推進

人権・男女共同参画課 人権啓発研修事業
（大人に対する人権教育関連）
　※再掲(158番)

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。

11,174 11,399 11,804 11,861 ○

163 子ども・子育て支援課 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の強化や職員の専門性の向上を図る。

9,268 7,268 5,066 4,938 

164 子ども・子育て支援課 家庭支援体制緊急整備促進
事業（幡多要対協研修、出張
相談所）
児童相談関係機関職員研修
事業

市町村職員の資質向上のための研修会や、児童問題に関する職員の専門性の向上を
図る。

1,104 1,108 1,331 1,356 

165 子ども・子育て支援課 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。

2,554 2,321 2,088 2,637 

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

・児童相談所の体制強化や市
町村における児童家庭相談体
制の強化など、児童虐待予防
等の取り組みの推進
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

166 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

・児童相談所の体制強化や市
町村における児童家庭相談体
制の強化など、児童虐待予防
等の取り組みの推進

子ども・子育て支援課 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）

虐待や非行などの児童問題の未然防止や早期発見、早期解決を図るため、要保護児童
対策地域協議会の効果的な運営の支援を行う。

149 149 627 476 

167 人権・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。

28,085 28,085 26,432 24,973 

168 人権・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。

15,105 21,903 10,555 9,989 

169 人権教育・児童生徒課 緊急学校支援チーム派遣事業
（R1: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、臨床心理士等、退職警察官、退職教員）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。 640 832 1,188 1,188 

170 ・各種相談機関での来所や電
話・メールによる相談支援の充
実及び体制強化と窓口の広報
等の実施

子ども・子育て支援課 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。

8,311 5,535 5,401 6,425 

171 ・各種相談機関での来所や電
話・メールによる相談支援の充
実及び体制強化と窓口の広報
等の実施

地域福祉政策課 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。

11,412 10,356 6,512 6,597 

172 子ども・子育て支援課 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。

984 984 966 966 

173 生涯学習課 若者の学びなおしと自立支援
事業
　※再掲(125番)

中学校卒業時や高校中途退学時の進路未定者、ニートや社会的にひきこもり傾向にあ
る若者、及び就職氷河期世代（概ね40歳代）のうち長期間無業であった方やひきこもり傾
向にある方に対して、修学や就労に向け支援を行うことで、社会的自立を促進する。

69,100 64,110 48,378 48,646 ○

174 人権教育・児童生徒課 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

408,464 359,983 314,938 288,967 

175 人権教育・児童生徒課 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。

123,717 117,194 108,693 106,743 
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

176 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

・各種相談機関での来所や電
話・メールによる相談支援の充
実及び体制強化と窓口の広報
等の実施

人権教育・児童生徒課 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。

7,364 7,619 7,656 7,440 

177 人権教育・児童生徒課 心の教育センター相談支援事
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を一元的に受理し、専門的な見地からの見立てを
もとに、課題解決に向けたトータルな支援を行う。（来所、電話、メール等による相談、出
張教育相談、学校支援の実施、学生ボランティアによる居場所づくり） 9,252 60,669 51,989 52,490 

178 人権教育・児童生徒課 生徒指導推進事業
・生徒指導推進事業費補助金

（R1廃止）

市町村教育委員会が配置する教員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。

R１廃止 R１廃止 R1廃止 6,433 

179 ・スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカー等の
専門人材の配置拡充など、保
育所等や学校における相談・
支援体制の充実

幼保支援課 特別支援保育推進事業
（親育ち・特別支援保育コー
ディネーターの配置）

保育所等に通う特別な支援を必要とする子どもや厳しい環境にある子どもの保育の質を
高めるため、保育所等への指導や関係機関との連絡調整などを行う親育ち・特別支援
保育コーディネーターを市町村に配置する。

25,705 15,537 15,301 15,301 

180 幼保支援課 保育サービス促進事業
（家庭支援推進保育士の配
置）

家庭環境等に特別な配慮が必要な保育所等に入所している子どもへの支援の向上及び
保護者の子育て力の向上を図るため、日常生活の基本的な習慣や態度のかん養等を
家庭訪問や地域連携等を通じて行う保育士等を配置する。 43,945 39,928 34,020 43,254 

181 幼保支援課 スクールソーシャルワーカー活
用事業

厳しい環境にある就学前の子どもが円滑に小学校に入学できるよう、主に５歳児とその
保護者に対して、生活習慣や生活環境の改善に向けた助言や指導等を保育者とスクー
ルソーシャルワーカーが連携して行う仕組みを構築する。 13,871 13,637 10,488 9,898 

182 生涯学習課 地域学校協働活動推進事業
　※再掲（18番）

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。

72,747 77,634 78,118 67,132 ○

183 人権教育・児童生徒課 スクールカウンセラー等活用
事業
　※再掲（174番）

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

408,464 359,983 314,938 288,967 ○

184 人権教育・児童生徒課 スクールソーシャルワーカー活
用事業
　※再掲（175番）

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。

123,717 117,194 108,693 106,743 ○

185 人権教育・児童生徒課 緊急学校支援チーム派遣事業
（R1:子どもの命と心を守り育て
る学校支援事業)
※再掲(169番)

専門家（弁護士、臨床心理士等、退職警察官、退職教員）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。 640 832 1,188 1,188 ○
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

186 人権教育・児童生徒課 生徒指導推進事業
・生徒指導推進事業費補助金
　※再掲（178番）
（R1廃止）

市町村教育委員会が配置する教員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。

R1廃止 R1廃止 R1廃止 6,433 ○

187 人権教育・児童生徒課 高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
①魅力ある学校づくり調査研
究事業
②学校活性化・安定化実践研
究事業
③夢･志を育む学級運営のた
めの実践研究事業（H31年度
～）

推進校（区）に推進リーダーを配置し、小中学校において、児童生徒の自己指導能力を
育成するため、育てる力を明確にし、教育活動の中に生徒指導の視点を着実に位置づ
け、以下の視点から、PDCAサイクルに基づく開発的な生徒指導（子どもに内在する力や
可能性を引き出す生徒指導）を組織的な推進を目的に、学校を指定し重点的に支援す
る。
○実践研究の視点（①～③は事業名に対応）
①市主体の取組の充実を図る
②新たな不登校を生じさせない取組の充実を図る。
③学級活動を基盤とした話合い活動の充実を図る。

6,439 4,586 8,747 9,347 

188 人権教育・児童生徒課 SNS等を活用した相談事業 児童生徒や保護者のコミュニケーションツールが、電話やメールからＳＮＳに変化してい
ることから、ＳＮＳを身近な相談ツールとして生徒に利用してもらうためのSNS相談窓口を
設置する。

4,862 8,854 8,357 9,500 

189 プラン１１
不登校対策などへの多方面か
らの取り組み

・不登校の予防と不登校児童
生徒などへの支援の強化

生涯学習課 青少年教育施設振興事業
　※再掲(20番)

青少年の健全な育成に向けて、県立青少年教育施設としての機能を生かし、子どもも大
人も参加できる多様で魅力的な体験プログラムを提供する。
また、体験活動等を通じて、中１ギャップやいじめ・不登校等の未然防止に向けて取り組
む。

4,527 4,585 4,585 4,549 ○

190 地域福祉政策課 ひきこもり地域支援センター事
業
　※再掲（171番）

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。

11,412 10,356 6,512 6,597 ○

191 人権教育・児童生徒課 スクールカウンセラー等活用
事業
　※再掲（174番）

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

408,464 359,983 314,938 288,967 ○

192 人権教育・児童生徒課 スクールソーシャルワーカー活
用事業
　※再掲（175番）

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。

123,717 117,194 108,693 106,743 ○

193 人権教育・児童生徒課 心の教育センター教育相談支
援事業（ふれんどるーむCoCo
を除く）
　※再掲（177番）

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を一元的に受理し、専門的な見地からの見立てを
もとに、課題解決に向けたトータルな支援を行う。（来所、電話、メール等による相談、出
張教育相談、学校支援の実施）

9,192 60,621 51,933 52,460 ○

194 人権教育・児童生徒課 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。

R3廃止 72 62 110 

195 人権教育・児童生徒課 心の教育センター教育相談支
援事業（ふれんどるーむ
CoCo）　
　※再掲（177番）

学生ボランティアの協力を得て、不登校や悩みのある子どもたちの居場所、交流を図る
場を提供する。

60 48 56 30 ○

196 ・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就労支援
など見守り体制の充実

子ども・子育て支援課 無職少年等の立ち直りにつな
がる就労支援の取組
（見守りしごと体験講習事業）

無職少年等が就職を目指すため、取組の趣旨を理解する見守り雇用主のもとで、最長
15日間の見守りしごと体験講習を実施する。

523 632 1,468 1,532 

197 子ども・子育て支援課 無職少年等の立ち直りにつな
がる就労支援の取組
（見守り見舞金制度）

無職少年等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）

30 50 50 50 

198 子ども・子育て支援課 無職少年等の立ち直りにつな
がる就労支援の取組
（見守り身元保証制度）

無職少年等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200万円）を支払う。
※全国就労支援事業者機構と協定を締結

81 135 162 162 

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

・スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカー等の
専門人材の配置拡充など、保
育所等や学校における相談・
支援体制の充実

・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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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

199 プラン１１
不登校対策などへの多方面か
らの取り組み

・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就労支援
など見守り体制の充実

子ども・子育て支援課 無職少年等の立ち直りにつな
がる就労支援の取組
（見守りしごと体験）

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。

30 50 50 120 

200 子ども・子育て支援課 無職少年等の立ち直りにつな
がる就労支援の取組
（見守り就労支援連絡会）

無職少年等の自立に向けた就労支援に関する課題について関係機関が集まり協議す
る。

0 0 0 0 

201 人権教育・児童生徒課 生徒指導推進事業
・生徒指導推進事業費補助金
　※再掲（178番）
     (R1廃止)

市町村教育委員会が配置する教員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。

R1廃止 R1廃止 R1廃止 6,433 ○

202 警察本部少年女性安全対策
課

少年の立ち直り支援活動 非行少年や問題行動を伴う不登校児童等に対して、学習支援、食育支援等の体験活動
を含めた立ち直り支援活動を推進する。
※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 279 257 328 405 

203 人権教育・児童生徒課 生徒指導推進事業
・不登校対策推進事業費補助
金

高知市教育委員会が教員OB等の専門的な人材（不登校対策アドバイザー）を活用し、
定期・不定期に学校訪問を行い、県教育委員会の不登校対策チームと連携し、組織的
な不登校対策が行われるよう指導助言を行う。 6,751 6,751 6,433 

204 人権教育・児童生徒課 高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
①魅力ある学校づくり調査研
究事業
②学校活性化・安定化実践研
究事業
③夢･志を育む学級運営のた
めの実践研究事業（H31年度
～）
 ※再掲（187番）

推進校（区）に推進リーダーを配置し、小中学校において、児童生徒の自己指導能力を
育成するため、育てる力を明確にし、教育活動の中に生徒指導の視点を着実に位置づ
け、以下の視点から、PDCAサイクルに基づく開発的な生徒指導（子どもに内在する力や
可能性を引き出す生徒指導）を組織的な推進を目的に、学校を指定し重点的に支援す
る。
○実践研究の視点（①～③は事業名に対応）
①市主体の取組の充実を図る
②新たな不登校を生じさせない取組の充実を図る。
③学級活動を基盤とした話合い活動の充実を図る。

6,439 4,586 8,747 9,347 ○

205 プラン１２
子どもの置かれた環境にかか
わらず学び育つための支援

・奨学金貸与や就学に対する
援助など、進学・修学の希望を
叶えるための経済的な支援

私学・大学支援課 私立高等学校等再就学支援
金交付金

　高等学校等を中途退学した者が、私立高等学校等で学び直しをすることを支援するた
め、所得に応じ授業料の一部を助成する。

1,894 955 656 791 

206 私学・大学支援課 私立学校授業料減免補助金 　私立学校に在籍する児童・生徒のうち、生活保護世帯、家計急変世帯、市町村民税非
課税世帯、年収350万円未満程度世帯及び年収500万円以上700万円未満程度の世帯
（高校生のみ）で授業料の納付が困難になった者に授業料軽減措置を行う学校法人に
対し補助する。

121,873 105,416 92,349 93,413 

207 私学・大学支援課 私立高等学校等就学支援金
交付金

　私立高等学校生等のいる世帯に対して、保護者等の年収に応じ授業料の一部を助成
する。

1,045,229 1,021,567 696,281 726,374 

208 私学・大学支援課 私立中学校等修学支援実証
事業費補助金

　　家庭の状況に関わらず、私立中学校等に通う児童生徒が安心して教育を受けられる
よう一定の所得以下の世帯に対して、授業料の一部を助成することにより世帯の教育負
担を軽減する。

18,945 17,126 18,009 18,000 
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

209 プラン１２
子どもの置かれた環境にかか
わらず学び育つための支援

・奨学金貸与や就学に対する
援助など、進学・修学の希望を
叶えるための経済的な支援

私学・大学支援課 私立高校生等奨学給付金扶
助費

　低所得世帯の教育費負担を軽減するため、年収270万円未満程度の世帯（特別支援
学校を除く）に対して、定額を支給する。

70,107 76,482 55,417 56,765 

210 私学・大学支援課 高知県夢・志チャレンジ育英資
金給付事業

　国や社会の発展に大きく貢献できる有為な人材を育成することを目的に、学業成績が
極めて優秀であり、学費の支弁が困難な学生に対して育英資金を給付する。

26,880 27,360 22,560 17,515 

211 高等学校課 高等学校等奨学金貸付事業 経済的な理由で高等学校等への進学・修学を断念することがないよう、高知県内に保護
者が居住し、世帯の収入が基準額以下の生徒に高等学校等奨学金を貸与する。

201,503 158,335 187,773 231,054 

212 高等学校課 高等学校等就学支援金事業 全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料に充てるた
めに高等学校等就学支援金を支給するとともに、低所得世帯に対しては、授業料以外の
教育費について、各都道府県が実施する高校生等奨学給付金事業を支援することで、
家庭の教育費負担の軽減を図る。 1,512,283 1,556,611 1,535,176 1,570,871 

213 特別支援教育課 就学奨励事業 特別支援学校に就学する児童等の保護者等の経済的負担を軽減するため、その負担
能力に応じ、就学に必要な経費の一部を助成し、特別支援教育の普及奨励を図る。

104,417 119,065 107,824 114,154 

214 ・子どもの健やかな成長を育
む生活基盤の確保に向けた保
護者等への支援

子ども・子育て支援課 ひとり親家庭自立支援教育訓
練給付金補助金

ひとり親家庭の親が資格取得、技能習得等のための短期教育訓練（講座等）を受講した
場合、受講料の6割を補助する。また、雇用保険法の一般教育訓練給付を受けるひとり
親家庭の親に対しては、訓練に要した費用の４割を補助する。
　補助先：ひとり親家庭の親（市部を除く）
　補助率：60％
　補助基準額：上限80万円（20万円×修業年数）

240 184 182 256 

215 子ども・子育て支援課 ひとり親家庭高等職業訓練促
進給付金等補助金

ひとり親家庭の親が資格取得、技能習得等のために長期教育訓練(専門学校等)を受講
した場合、受講期間の生活保障として給付金を支給する。また、養成機関への入学時に
負担する経費を訓練修了時に支給する。 15,598 18,652 20,636 19,385 

216 子ども・子育て支援課 ひとり親家庭高等職業訓練促
進資金貸付事業

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、入学準備金・就職準備金を貸し付け、これらの者の修学
を容易にすることにより、資格取得を促進し自立の促進を図る。 13,100 1,487 1,857 2,979 

217 子ども・子育て支援課 高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業

ひとり親世帯の親及び子が高卒認定試験合格のための講座（通信講座を含む）を受け、
これを修了した時及び合格した時に受講費用の一部を補助する。
　　補助先：ひとり親家庭の親及び児童（市部を除く）
　　最大、受講費用の６割を支給（上限15万円）

200 200 350 500 

218 子ども・子育て支援課 ひとり親家庭等就業・自立支
援センター事業

ひとり親家庭等を対象とした就業等に関する相談業務等
委託先：特定非営利活動法人

4,984 4,977 4,991 5,065 

219 子ども・子育て支援課 ひとり親家庭医療費補助金 市町村が実施する母子・父子家庭医療費助成事業への補助を通じて、医療費の自己負
担分を助成し、母子・父子家庭の母・父及び児童の健康維持と生活の安定を図る。

216,446 228,383 257,687 262,519 

220 子ども・子育て支援課 児童扶養手当費 父又は母、あるいは両親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定
と自立の促進に寄与するため、手当を支給する。
根拠法令：児童扶養手当法 549,785 532,856 666,486 566,291 
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

221 プラン１２
子どもの置かれた環境にかか
わらず学び育つための支援

・子どもの健やかな成長を育
む生活基盤の確保に向けた保
護者等への支援

子ども・子育て支援課 母子・父子自立支援員設置 ひとり親家庭等の相談に応じ、その自立に必要な情報提供・指導を行う。 
根拠法令：母子及び父子並びに寡婦福祉法

5,535 5,514 4,819 4,816 

222 子ども・子育て支援課 母子父子寡婦福祉資金貸付
事業

母子父子寡婦福祉資金の貸付
　根拠法令：母子及び父子並びに寡婦福祉法
　事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、
  修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、
  住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金

34,357 30,291 42,864 60,919 

223 地域福祉政策課 生活困窮者自立支援事業（住
居確保給付金）

住居喪失者等に対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を
支給し、就職に向けた支援、助言を行う。

2,460 7,158 105 105 

224 福祉指導課 被保護者就労支援事業 生活保護受給者の就労意欲喚起のため、生活習慣の確立、社会参加能力の形成、事
業所での就労体験など、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を計画的か
つ一貫して支援する。 13,266 13,243 11,636 13,459 

225 地域福祉政策課 生活困窮者就労準備支援事
業

就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対して、一般就労に向けた準備として
の基礎能力の形成からの支援を計画的かつ一貫して実施する。

9,243 7,356 10,068 10,012 

226 福祉指導課 被保護者就労準備支援事業
(R2より｢生活困窮者就労準備
支援事業｣から分離)

就労に向けた準備が整っていない生活保護受給者に対して、一般就労に向けた準備と
しての基礎能力の形成からの支援を計画的かつ一貫して実施する。

3,501 3,545 3,459 4,805 

227 地域福祉政策課 生活困窮者就労訓練事業所
支援事業

生活困窮者等の中間的就労を推進するため、就労訓練事業所の新規開拓を行うととも
に、事業所の就労支援担当者に対する支援を実施する。

4,165 3,885 3,824 4,500 

228 地域福祉政策課 生活困窮者自立相談支援事
業

生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、さまざまな支
援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る。

115,905 86,820 76,033 73,762 

229 地域福祉政策課 生活困窮者家計改善支援事
業

家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らか
にして生活の再生に向けた意欲を引き出した上で、家計の視点から必要な情報提供や
専門的な助言・指導を実施する。 15,613 11,043 5,911 3,173 

230 福祉指導課 生活保護生活扶助費 義務教育及び高等学校等での教育に関する費用（教材代、通学に要する交通費、授業
料など）を支給する。

14,179 11,975 10,907 17,033 

231 住宅課 ひとり親家庭等の県営住宅入
居の優遇措置

県営住宅に応募した場合、応募者数が住宅戸数を上回っていたときは公開抽選となる
が、「小学校就学前の子供がいる世帯」「18歳未満の子供が3人以上いる世帯」等は、抽
選にあたり当選確率を高める優遇措置（項目に該当する毎に当選確率2倍）を受けられ
る。

0 0 0 0 

232 住宅課 地域優良賃貸住宅家賃低廉
化事業

地域優良賃貸住宅に子育て世帯等（収入分位0～40％）が入居する際に、事業主体に対
して家賃低廉化のための助成を行う（1世帯当たり4万円／月を上限）。

0 0 0 0 

233 ・里親制度の推進や、児童養
護施設等に入所する子どもな
どに対する学習支援・自立支
援の推進

子ども・子育て支援課 里親養育包括支援事業 家庭での養育に欠ける児童に対し、愛情と正しい理解を持った家庭を与え、その人格を
養護育成することを目的とした里親制度の充実を図る。

44,504 30,542 32,210 14,413 

234 子ども・子育て支援課 児童養護施設等児童措置費
（児童自立援助ホーム）
　※再掲(123番)

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。

28,809 52,238 16,361 17,424 ○
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

235 プラン１２
子どもの置かれた環境にかか
わらず学び育つための支援

・里親制度の推進や、児童養
護施設等に入所する子どもな
どに対する学習支援・自立支
援の推進

子ども・子育て支援課 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。

14,422 12,484 12,337 12,337 

236 子ども・子育て支援課 社会的養護自立支援事業（生
活相談支援）

児童家庭支援センター（県から事業受託した社会福祉法人設置）が、退所児童等を対象
として退所後の生活支援を行う。

33,903 41,452 29,758 20,527 

237 子ども・子育て支援課 身元保証人確保等対策事業 児童養護施設等を退所する子どもが身元保証人等を確保する場合の負担金や、未成年
後見人に係る報酬等の全部又は一部を補助し、あわせて未成年後見人が加入する損害
賠償保険及び被後見人が加入する傷害保険に係る費用を県が補助することで身元保証
人等を確保する。

1,183 861 776 846 

238 子ども・子育て支援課 児童養護施設退所者等自立
支援資金貸付事業

児童養護施設等を退所し就職又は進学した者または資格取得を目指す者に対して、家
賃、生活費又は資格取得費の貸付を行う。

1,201 1,340 1,542 3,469 

239 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

（R1廃止）

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）の親への
養育支援とともに、子どもに対しては、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、日常的な生活習慣や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。
（対象者：主に小中学生）

R1廃止 R1廃止 R1廃止 1,354 

240 生涯学習課 若者の学びなおしと自立支援
事業
　※再掲（125番）

中学校卒業時や高校中途退学時の進路未定者、ニートや社会的にひきこもり傾向にあ
る若者、及び就職氷河期世代（概ね40歳代）のうち長期間無業であった方やひきこもり傾
向にある方に対して、修学や就労に向け支援を行うことで、社会的自立を促進する。

69,100 64,110 48,378 48,646 ○

241 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。

3,158 4,877 3,489 2,834 

242 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。

1,640 2,137 1,641 1,550 

243 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の実施や基本的生活習慣の確立に向けた取組の啓発
等を行う。

1,855 2,005 1,305 1,470 

244 生涯学習課 家庭教育支援基盤形成事業
　※再掲(104番)

市町村における家庭教育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。

5,768 5,103 5,789 3,735 ○

245 保健体育課 食育・学校給食課題対応推進
事業
（R1廃止）

学校給食の普及充実や食育の推進に関わる課題解決に取り組む

R1廃止 R1廃止 R1廃止 307 

246 保健体育課 食育推進支援事業 望ましい生活習慣の基礎となる朝食摂取を推進し、児童生徒の実践する力を育成するた
めに、学校と地域等が連携した家庭へのアプローチや地域を巻き込んだ取組を行い、ボ
ランティアによる食事提供活動の充実を図る。 916 1,305 1,096 960 

247 保健体育課 がん教育総合支援事業 がん教育の普及啓発を推進することにより、健康教育の充実を図る。

3,309 3,677 2,985 1,910 

プラン１３
子どもの健やかな成長を支え
る生活習慣づくりの推進

・朝ごはんの習慣づけなど健
全な食生活の重要性について
の啓発や、健康教育・食に関
する指導の実施
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［別紙１］
高知県子どもの環境づくり推進計画（第四期）　　関連事業一覧

（単位：千円）

番号　 プラン 担当課室 事業名 事業概要 R3予算
R2予算

（２月補正後）
R1予算

（２月補正後）
H30予算

（２月補正後）
再掲

248 ・発達段階に応じた適切な運
動や休養、睡眠など生活リズ
ムの重要性についての健康教
育・指導や、啓発の実施

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（241番）

子どもの頃からの健康的な生活習慣の定着を推進する。

3,158 4,877 3,489 2,834 ○

249 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（243番）

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の実施や基本的生活習慣の確立に向けた取組の啓発
等を行う。

1,855 2,005 1,305 1,470 ○

250 生涯学習課 家庭教育支援基盤形成事業
　※再掲（104番）

市町村における家庭教育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。

5,768 5,103 5,789 3,735 ○

251 ・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

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。

134 127 127 166 

252 ・むし歯・歯肉炎予防やフッ化
物応用の推進、仕上げ磨きの
重要性の啓発

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。

1,150 1,141 1,783 1,819 

253 保健体育課 学校保健指導費 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、
歯と口の健康に関する表彰等を通じて啓発活動を行う。

830 678 339 288 

令和３年度予算 12,067,525 （令和２年度予算 12,098,401 )

再掲を除いた計 7,423,813 （再掲を除いた計 7,334,595 )

事業数（合計） 229 （事業数（合計） 231 )

※総数(253)-廃止（24）=229

再掲を除いた事業数 176 （再掲を除いた事業数 179 )

※総数(253)-廃止(24)-再掲（53）=176

※総数(248)-廃止（17）=231

※総数(248)-廃止（17）-再掲(52)=179

プラン１３
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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