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５．安心して子育てができること
（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

(9,982)(9,982)(9,982)(9,982) ○○○○ 独身者への出会いの場の提供に要する経費等独身者への出会いの場の提供に要する経費等独身者への出会いの場の提供に要する経費等独身者への出会いの場の提供に要する経費等

 9,065  9,065  9,065  9,065 

(9,958)(9,958)(9,958)(9,958) ○○○○ 産前・産後うつ病リスクのある母親等の支援産前・産後うつ病リスクのある母親等の支援産前・産後うつ病リスクのある母親等の支援産前・産後うつ病リスクのある母親等の支援 1,5201,5201,5201,520

○○○○ 乳幼児発達診査事業費乳幼児発達診査事業費乳幼児発達診査事業費乳幼児発達診査事業費 3,4023,4023,4023,402

 9,572  9,572  9,572  9,572 ○○○○ 子育て支援電話相談事業費子育て支援電話相談事業費子育て支援電話相談事業費子育て支援電話相談事業費 4,6504,6504,6504,650

(199,401)(199,401)(199,401)(199,401) ○○○○ 母子保健指導費母子保健指導費母子保健指導費母子保健指導費 81,57481,57481,57481,574

○○○○ 未熟児等養育費未熟児等養育費未熟児等養育費未熟児等養育費 76,21476,21476,21476,214

 159,539  159,539  159,539  159,539 ○○○○ 生涯を通じた女性の健康支援事業費生涯を通じた女性の健康支援事業費生涯を通じた女性の健康支援事業費生涯を通じた女性の健康支援事業費 1,7511,7511,7511,751

(2,980)(2,980)(2,980)(2,980) ○○○○

 3,066  3,066  3,066  3,066 

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

 若者が結婚・子育てに希望を持てる社会をつくる 若者が結婚・子育てに希望を持てる社会をつくる 若者が結婚・子育てに希望を持てる社会をつくる 若者が結婚・子育てに希望を持てる社会をつくる

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

子子子子 育育育育 てててて

支支支支 援援援援 課課課課
出出出出会会会会いいいい・・・・結結結結婚婚婚婚応応応応援援援援事事事事業業業業費費費費１１１１５５５５ ３３３３

子どもの発達段階に応じた子育て支援に要する経費子どもの発達段階に応じた子育て支援に要する経費子どもの発達段階に応じた子育て支援に要する経費子どもの発達段階に応じた子育て支援に要する経費
３３３３ ２２２２ ４４４４

乳乳乳乳 幼幼幼幼 児児児児 育育育育 児児児児 支支支支 援援援援 費費費費

母母母母 子子子子 保保保保 健健健健 事事事事 業業業業 費費費費
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母母母母 とととと 子子子子 のののの 健健健健 康康康康 支支支支 援援援援 費費費費

健健健健康康康康増増増増進進進進課課課課

(315,056)(315,056)(315,056)(315,056) ○○○○ 不妊治療費に対する助成不妊治療費に対する助成不妊治療費に対する助成不妊治療費に対する助成 622,966622,966622,966622,966

○○○○ 不妊専門相談センターの運営に要する経費等不妊専門相談センターの運営に要する経費等不妊専門相談センターの運営に要する経費等不妊専門相談センターの運営に要する経費等 314314314314

 623,280  623,280  623,280  623,280 

○○○○ 総合周産期母子医療センター運営費補助金総合周産期母子医療センター運営費補助金総合周産期母子医療センター運営費補助金総合周産期母子医療センター運営費補助金 262,946262,946262,946262,946

○○○○ 産科院内保育所運営費補助金産科院内保育所運営費補助金産科院内保育所運営費補助金産科院内保育所運営費補助金 13,97213,97213,97213,972

○○○○ 周産期医療施設等設備整備費補助金周産期医療施設等設備整備費補助金周産期医療施設等設備整備費補助金周産期医療施設等設備整備費補助金 18,17818,17818,17818,178

○○○○ 産科医等確保のための分娩手当に対する助成産科医等確保のための分娩手当に対する助成産科医等確保のための分娩手当に対する助成産科医等確保のための分娩手当に対する助成 52,95452,95452,95452,954

○○○○ 地域周産期母子医療センター運営費補助金地域周産期母子医療センター運営費補助金地域周産期母子医療センター運営費補助金地域周産期母子医療センター運営費補助金 123,709123,709123,709123,709

○○○○ 新生児医療担当医確保のための医師手当に対する助成新生児医療担当医確保のための医師手当に対する助成新生児医療担当医確保のための医師手当に対する助成新生児医療担当医確保のための医師手当に対する助成 3,5943,5943,5943,594

○○○○ 小児救急医療支援事業費小児救急医療支援事業費小児救急医療支援事業費小児救急医療支援事業費 14,06614,06614,06614,066

(207,505)(207,505)(207,505)(207,505) ○○○○ 小児救急医療電話相談事業費小児救急医療電話相談事業費小児救急医療電話相談事業費小児救急医療電話相談事業費 35,60535,60535,60535,605

○○○○ 小児救急医療啓発費小児救急医療啓発費小児救急医療啓発費小児救急医療啓発費 2,5762,5762,5762,576

 136,687  136,687  136,687  136,687 ○○○○ 小児医療施設整備費補助金小児医療施設整備費補助金小児医療施設整備費補助金小児医療施設整備費補助金 16,23316,23316,23316,233

○○○○ 小児救命救急センター運営費補助金小児救命救急センター運営費補助金小児救命救急センター運営費補助金小児救命救急センター運営費補助金 68,20768,20768,20768,207

(14,361)(14,361)(14,361)(14,361) ○○○○ 子育て応援の店推進費子育て応援の店推進費子育て応援の店推進費子育て応援の店推進費

 6,077  6,077  6,077  6,077 

○○○○ 特定保育事業費補助金特定保育事業費補助金特定保育事業費補助金特定保育事業費補助金 7,1997,1997,1997,199

○○○○ 延長保育促進事業費補助金延長保育促進事業費補助金延長保育促進事業費補助金延長保育促進事業費補助金 866,502866,502866,502866,502

ひひひひ ろろろろ げげげげ よよよよ うううう ！！！！ にににに ここここ にににに ここここ

子子子子 育育育育 てててて のののの 輪輪輪輪 事事事事 業業業業 費費費費

 475,353  475,353  475,353  475,353 

小小小小児児児児救救救救急急急急医医医医療療療療体体体体制制制制整整整整備備備備費費費費

３３３３ ４４４４ ２２２２

周周周周 産産産産 期期期期 医医医医 療療療療 対対対対 策策策策 費費費費

(515,672)(515,672)(515,672)(515,672)
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医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課

○○○○ 延長保育促進事業費補助金延長保育促進事業費補助金延長保育促進事業費補助金延長保育促進事業費補助金 866,502866,502866,502866,502

○○○○ 休日保育事業費補助金休日保育事業費補助金休日保育事業費補助金休日保育事業費補助金 9,6139,6139,6139,613

○○○○ 病児・病後児保育施設整備費補助金病児・病後児保育施設整備費補助金病児・病後児保育施設整備費補助金病児・病後児保育施設整備費補助金 3,6053,6053,6053,605

○○○○ 保育所分園推進事業費補助金保育所分園推進事業費補助金保育所分園推進事業費補助金保育所分園推進事業費補助金 3,2243,2243,2243,224

(1,814,827)(1,814,827)(1,814,827)(1,814,827) ○○○○ 届出保育施設等の衛生・安全対策事業費補助金届出保育施設等の衛生・安全対策事業費補助金届出保育施設等の衛生・安全対策事業費補助金届出保育施設等の衛生・安全対策事業費補助金 1,5331,5331,5331,533

○○○○ 保育環境改善等事業費補助金保育環境改善等事業費補助金保育環境改善等事業費補助金保育環境改善等事業費補助金 600600600600

 1,352,517  1,352,517  1,352,517  1,352,517 ○○○○ ファミリー・サポート・センター事業費補助金ファミリー・サポート・センター事業費補助金ファミリー・サポート・センター事業費補助金ファミリー・サポート・センター事業費補助金 42,88442,88442,88442,884

○○○○ 子育て短期支援事業費補助金子育て短期支援事業費補助金子育て短期支援事業費補助金子育て短期支援事業費補助金 7,4417,4417,4417,441

○○○○ 地域子育て支援拠点事業費補助金地域子育て支援拠点事業費補助金地域子育て支援拠点事業費補助金地域子育て支援拠点事業費補助金 303,736303,736303,736303,736

○○○○ 一時預かり事業費補助金一時預かり事業費補助金一時預かり事業費補助金一時預かり事業費補助金 102,180102,180102,180102,180

○○○○ へき地保育事業費補助金へき地保育事業費補助金へき地保育事業費補助金へき地保育事業費補助金 4,0004,0004,0004,000

(80,358)(80,358)(80,358)(80,358) ○○○○ 保育所・病院等に敷設する専用施設で病児・病後児を一時保育する事保育所・病院等に敷設する専用施設で病児・病後児を一時保育する事保育所・病院等に敷設する専用施設で病児・病後児を一時保育する事保育所・病院等に敷設する専用施設で病児・病後児を一時保育する事

業に対する助成業に対する助成業に対する助成業に対する助成

 72,081  72,081  72,081  72,081 

(16,254)(16,254)(16,254)(16,254) ○○○○ ふくおか子育てマイスターの認定研修、活動支援に要する経費ふくおか子育てマイスターの認定研修、活動支援に要する経費ふくおか子育てマイスターの認定研修、活動支援に要する経費ふくおか子育てマイスターの認定研修、活動支援に要する経費

12,42912,42912,42912,429

 13,441  13,441  13,441  13,441 ○○○○ 認定後に行うフォローアップ研修の実施に要する経費認定後に行うフォローアップ研修の実施に要する経費認定後に行うフォローアップ研修の実施に要する経費認定後に行うフォローアップ研修の実施に要する経費 1,0121,0121,0121,012

保保保保 育育育育 対対対対 策策策策 等等等等 促促促促 進進進進 費費費費

病病病病児児児児・・・・病病病病後後後後児児児児保保保保育育育育事事事事業業業業費費費費
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（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

(34,111)(34,111)(34,111)(34,111) ○○○○

する経費する経費する経費する経費

 34,471  34,471  34,471  34,471 

(10,964,417)(10,964,417)(10,964,417)(10,964,417) ○○○○ 児童保護に要する経費児童保護に要する経費児童保護に要する経費児童保護に要する経費

・保育所　　　４９７か所・保育所　　　４９７か所・保育所　　　４９７か所・保育所　　　４９７か所

 9,403,802  9,403,802  9,403,802  9,403,802 ・入所施設等　　８１か所・入所施設等　　８１か所・入所施設等　　８１か所・入所施設等　　８１か所

○○○○ 保育所等緊急整備費保育所等緊急整備費保育所等緊急整備費保育所等緊急整備費

○○○○ 　 小規模保育実施施設等の整備に対する助成　 小規模保育実施施設等の整備に対する助成　 小規模保育実施施設等の整備に対する助成　 小規模保育実施施設等の整備に対する助成 901,658901,658901,658901,658

○○○○ 保育所職員等研修費保育所職員等研修費保育所職員等研修費保育所職員等研修費 95,05595,05595,05595,055

○○○○ 認可外保育施設保育士資格取得支援事業費補助金認可外保育施設保育士資格取得支援事業費補助金認可外保育施設保育士資格取得支援事業費補助金認可外保育施設保育士資格取得支援事業費補助金 2,8422,8422,8422,842

○○○○ 　 保育士資格取得特例等保育士確保支援事業費補助金　 保育士資格取得特例等保育士確保支援事業費補助金　 保育士資格取得特例等保育士確保支援事業費補助金　 保育士資格取得特例等保育士確保支援事業費補助金 9,7789,7789,7789,778

○○○○ 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 102,206102,206102,206102,206

○○○○ 認定こども園運営費認定こども園運営費認定こども園運営費認定こども園運営費 69,13269,13269,13269,132

○○○○ 　 小規模保育運営支援事業費補助金　 小規模保育運営支援事業費補助金　 小規模保育運営支援事業費補助金　 小規模保育運営支援事業費補助金 2,4002,4002,4002,400

○○○○ 保育施設等の利用者への相談事業等に対する助成保育施設等の利用者への相談事業等に対する助成保育施設等の利用者への相談事業等に対する助成保育施設等の利用者への相談事業等に対する助成 36,97136,97136,97136,971

○○○○ 　 新規参入施設への巡回支援事業費補助金　 新規参入施設への巡回支援事業費補助金　 新規参入施設への巡回支援事業費補助金　 新規参入施設への巡回支援事業費補助金 553553553553

(13,972,060)(13,972,060)(13,972,060)(13,972,060)

 17,301,447  17,301,447  17,301,447  17,301,447 

社会福祉施設等の職員の出産及び病休に伴う代替臨時職員の任用に要社会福祉施設等の職員の出産及び病休に伴う代替臨時職員の任用に要社会福祉施設等の職員の出産及び病休に伴う代替臨時職員の任用に要社会福祉施設等の職員の出産及び病休に伴う代替臨時職員の任用に要

５５５５ ３３３３ ２２２２ 児児児児 童童童童 保保保保 護護護護 措措措措 置置置置 費費費費

５５５５ 産産産産 休休休休 代代代代 替替替替 職職職職 員員員員 費費費費３３３３ １１１１

子子子子 育育育育 てててて

５５５５ ３３３３
１１１１
２２２２
３３３３

安安安安

心心心心

しししし

てててて

子子子子

どどどど

もももも

をををを

生生生生

みみみみ

育育育育

子子子子 育育育育 てててて
支支支支 援援援援 課課課課

児児児児童童童童家家家家庭庭庭庭課課課課

子子子子 どどどど もももも ・・・・ 子子子子 育育育育 てててて 支支支支 援援援援

新新新新 制制制制 度度度度 移移移移 行行行行 促促促促 進進進進 費費費費

15,986,43115,986,43115,986,43115,986,431

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

○○○○ 　 新規参入施設への巡回支援事業費補助金　 新規参入施設への巡回支援事業費補助金　 新規参入施設への巡回支援事業費補助金　 新規参入施設への巡回支援事業費補助金 553553553553

○○○○ 　 保育体制強化事業費補助金　 保育体制強化事業費補助金　 保育体制強化事業費補助金　 保育体制強化事業費補助金 10,61010,61010,61010,610

○○○○ 届出保育施設の運営費に対する助成届出保育施設の運営費に対する助成届出保育施設の運営費に対する助成届出保育施設の運営費に対する助成 9,7969,7969,7969,796

○○○○ 　 幼稚園長時間預かり保育への運営費に対する助成　 幼稚園長時間預かり保育への運営費に対する助成　 幼稚園長時間預かり保育への運営費に対する助成　 幼稚園長時間預かり保育への運営費に対する助成 66,65266,65266,65266,652

○○○○ 届出保育施設の認可化に向けた計画作成等に対する助成届出保育施設の認可化に向けた計画作成等に対する助成届出保育施設の認可化に向けた計画作成等に対する助成届出保育施設の認可化に向けた計画作成等に対する助成

○○○○ 　 子ども・子育て支援事業支援計画の策定に要する経費　 子ども・子育て支援事業支援計画の策定に要する経費　 子ども・子育て支援事業支援計画の策定に要する経費　 子ども・子育て支援事業支援計画の策定に要する経費

○○○○ 　 ふくおか子育てマイスター等の交流会開催等に要する経費　 ふくおか子育てマイスター等の交流会開催等に要する経費　 ふくおか子育てマイスター等の交流会開催等に要する経費　 ふくおか子育てマイスター等の交流会開催等に要する経費

(1,647,171)(1,647,171)(1,647,171)(1,647,171) ○○○○ 放課後児童クラブの運営、新設等に対する助成放課後児童クラブの運営、新設等に対する助成放課後児童クラブの運営、新設等に対する助成放課後児童クラブの運営、新設等に対する助成 1,659,7171,659,7171,659,7171,659,717

○○○○ 放課後児童指導員の研修の要する経費放課後児童指導員の研修の要する経費放課後児童指導員の研修の要する経費放課後児童指導員の研修の要する経費 1,4701,4701,4701,470

 1,661,187  1,661,187  1,661,187  1,661,187 

(13,625,342)(13,625,342)(13,625,342)(13,625,342) ○○○○

 13,167,877  13,167,877  13,167,877  13,167,877 

(4,256,360)(4,256,360)(4,256,360)(4,256,360) ○○○○ 乳幼児医療費乳幼児医療費乳幼児医療費乳幼児医療費

 4,146,194  4,146,194  4,146,194  4,146,194 

(6,936)(6,936)(6,936)(6,936) ○○○○ 子育て応援宣言企業の登録拡大に要する経費子育て応援宣言企業の登録拡大に要する経費子育て応援宣言企業の登録拡大に要する経費子育て応援宣言企業の登録拡大に要する経費 2,9792,9792,9792,979

○○○○ 子育て応援宣言企業による合同会社説明会の開催に要する経費子育て応援宣言企業による合同会社説明会の開催に要する経費子育て応援宣言企業による合同会社説明会の開催に要する経費子育て応援宣言企業による合同会社説明会の開催に要する経費

 11,999  11,999  11,999  11,999 ○○○○ 　 子育て応援宣言企業5,000社大会の開催等に要する経費　 子育て応援宣言企業5,000社大会の開催等に要する経費　 子育て応援宣言企業5,000社大会の開催等に要する経費　 子育て応援宣言企業5,000社大会の開催等に要する経費

５５５５ ３３３３ ３３３３

手当の支給に係る県負担金手当の支給に係る県負担金手当の支給に係る県負担金手当の支給に係る県負担金

５５５５ ６６６６ ２２２２ 乳乳乳乳 幼幼幼幼 児児児児 医医医医 療療療療 対対対対 策策策策 費費費費

児児児児 童童童童 手手手手 当当当当 費費費費

子子子子育育育育てててて応応応応援援援援宣宣宣宣言言言言企企企企業業業業推推推推進進進進費費費費

支支支支 援援援援 課課課課

新新新新 雇雇雇雇 用用用用

開開開開 発発発発 課課課課
５５５５ ７７７７ ３３３３

児児児児童童童童家家家家庭庭庭庭課課課課

５５５５ ３３３３ ２２２２

児児児児 童童童童 健健健健 全全全全 育育育育 成成成成 費費費費

てててて

るるるる

ここここ

とととと

がががが

でででで

きききき

るるるる

社社社社

会会会会

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

新新新新

新新新新

250250250250

4,5574,5574,5574,557

4,4634,4634,4634,463

新新新新 3,1133,1133,1133,113

新新新新 4,0004,0004,0004,000

新新新新

新新新新

(418,864)(418,864)(418,864)(418,864) ○○○○ 市町村が実施する就学前児童等の基本的生活習慣習得に係る支援に対市町村が実施する就学前児童等の基本的生活習慣習得に係る支援に対市町村が実施する就学前児童等の基本的生活習慣習得に係る支援に対市町村が実施する就学前児童等の基本的生活習慣習得に係る支援に対

する助成する助成する助成する助成

 32,577  32,577  32,577  32,577 

(6,168)(6,168)(6,168)(6,168) ○○○○ 学習支援・進学相談等を行う大学生等ボランティアの派遣に要する経学習支援・進学相談等を行う大学生等ボランティアの派遣に要する経学習支援・進学相談等を行う大学生等ボランティアの派遣に要する経学習支援・進学相談等を行う大学生等ボランティアの派遣に要する経

費費費費

 9,717  9,717  9,717  9,717 

○○○○ 24時間・365日相談体制機能強化事業費24時間・365日相談体制機能強化事業費24時間・365日相談体制機能強化事業費24時間・365日相談体制機能強化事業費 21,81621,81621,81621,816

○○○○ 法的対応機能強化事業費法的対応機能強化事業費法的対応機能強化事業費法的対応機能強化事業費 2,0652,0652,0652,065

○○○○ 児童虐待再発防止カウンセリング等強化事業費児童虐待再発防止カウンセリング等強化事業費児童虐待再発防止カウンセリング等強化事業費児童虐待再発防止カウンセリング等強化事業費 1,1241,1241,1241,124

○○○○ 相談支援体制強化事業費相談支援体制強化事業費相談支援体制強化事業費相談支援体制強化事業費 4,6294,6294,6294,629

○○○○ 親子の絆再生事業費親子の絆再生事業費親子の絆再生事業費親子の絆再生事業費 2,3122,3122,3122,312

○○○○ 児童家庭支援センター助成費児童家庭支援センター助成費児童家庭支援センター助成費児童家庭支援センター助成費 9,2939,2939,2939,293

○○○○ 児童相談所職員及び関係機関等に対する研修会開催費等児童相談所職員及び関係機関等に対する研修会開催費等児童相談所職員及び関係機関等に対する研修会開催費等児童相談所職員及び関係機関等に対する研修会開催費等

○○○○ 市町村が行う児童虐待防止対策強化事業に対する助成市町村が行う児童虐待防止対策強化事業に対する助成市町村が行う児童虐待防止対策強化事業に対する助成市町村が行う児童虐待防止対策強化事業に対する助成

(15,668)(15,668)(15,668)(15,668) ○○○○ 児童虐待事案の早期発見のための専門コーディネーターの拠点病院へ児童虐待事案の早期発見のための専門コーディネーターの拠点病院へ児童虐待事案の早期発見のための専門コーディネーターの拠点病院へ児童虐待事案の早期発見のための専門コーディネーターの拠点病院へ

の配置に要する経費の配置に要する経費の配置に要する経費の配置に要する経費

 9,429  9,429  9,429  9,429 

(150,532)(150,532)(150,532)(150,532)

 63,339  63,339  63,339  63,339 

児児児児 童童童童 虐虐虐虐 待待待待 防防防防 止止止止 医医医医 療療療療

ネネネネ ッッッッ トトトト ワワワワ ーーーー クククク 事事事事 業業業業 費費費費

基基基基 本本本本 的的的的 生生生生 活活活活 習習習習 慣慣慣慣

習習習習 得得得得 事事事事 業業業業 費費費費
５５５５ ３３３３ １１１１

５５５５ ３３３３ １１１１

ひひひひととととりりりり親親親親家家家家庭庭庭庭ののののたたたためめめめのののの学学学学習習習習

支支支支援援援援ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアア事事事事業業業業費費費費

児児児児 童童童童 虐虐虐虐 待待待待 防防防防 止止止止 対対対対 策策策策 費費費費
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支支支支 援援援援 課課課課
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7,0357,0357,0357,035

15,06515,06515,06515,065
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（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

(11,256)(11,256)(11,256)(11,256) ○○○○ 里親研修の拡充、訪問支援等に要する経費里親研修の拡充、訪問支援等に要する経費里親研修の拡充、訪問支援等に要する経費里親研修の拡充、訪問支援等に要する経費 4,9024,9024,9024,902

○○○○ 施設退所児童等自立促進事業費施設退所児童等自立促進事業費施設退所児童等自立促進事業費施設退所児童等自立促進事業費 7,0697,0697,0697,069

 20,126  20,126  20,126  20,126 ○○○○ 児童福祉施設が行う入所児童の生活環境改善に対する助成　　 8,155児童福祉施設が行う入所児童の生活環境改善に対する助成　　 8,155児童福祉施設が行う入所児童の生活環境改善に対する助成　　 8,155児童福祉施設が行う入所児童の生活環境改善に対する助成　　 8,155

(4,084,799)(4,084,799)(4,084,799)(4,084,799) ○○○○ 児童扶養手当法に基づきひとり親家庭等の児童の福祉増進を図るため児童扶養手当法に基づきひとり親家庭等の児童の福祉増進を図るため児童扶養手当法に基づきひとり親家庭等の児童の福祉増進を図るため児童扶養手当法に基づきひとり親家庭等の児童の福祉増進を図るため

の手当支給に要する経費の手当支給に要する経費の手当支給に要する経費の手当支給に要する経費

 4,042,373  4,042,373  4,042,373  4,042,373 　対象者　8,271人　対象者　8,271人　対象者　8,271人　対象者　8,271人

(127,002)(127,002)(127,002)(127,002) ○○○○ 一時保護所の入所児童に対する学習指導経費一時保護所の入所児童に対する学習指導経費一時保護所の入所児童に対する学習指導経費一時保護所の入所児童に対する学習指導経費 8,2298,2298,2298,229

○○○○ 運営費等運営費等運営費等運営費等 114,898114,898114,898114,898

 123,127  123,127  123,127  123,127 

(1,762,916)(1,762,916)(1,762,916)(1,762,916) ○○○○ ひとり親家庭等医療費ひとり親家庭等医療費ひとり親家庭等医療費ひとり親家庭等医療費

 1,751,724  1,751,724  1,751,724  1,751,724 

２２２２ ひひひひととととりりりり親親親親家家家家庭庭庭庭等等等等医医医医療療療療対対対対策策策策費費費費

児児児児 童童童童 相相相相 談談談談 所所所所 運運運運 営営営営 費費費費

児児児児 童童童童 扶扶扶扶 養養養養 手手手手 当当当当 費費費費

３３３３ １１１１

社社社社 会会会会 的的的的 擁擁擁擁 護護護護 推推推推 進進進進 費費費費

児児児児童童童童家家家家庭庭庭庭課課課課

５５５５

５５５５ ３３３３ ４４４４

５５５５ ６６６６


