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「新・さっぽろ子ども未来プラン」の計画事業及び当該プランの施策の方向性に合致する関連

事業について、事業ごとに令和元年度実施状況を掲載しています。 

事業数は、計画事業 163 事業、関連事業 83 事業の 246 事業です。 

【事業・取組名】 

「新・さっぽろ子ども未来プラン」掲載の事業・取組名を記載しています。 

【事業名】 

「新・さっぽろ子ども未来プラン」掲載の事業・取組名に対応する事業名を記載しています。 

※「新・さっぽろ子ども未来プラン」には掲載されていませんが、基本施策の方向性に合致する事

業については、事業名のみ記載しています。 

【事業内容・活動指標】 

各事業の事業内容を記載するとともに、活動指標のある事業については、目標値と令和元年度の

実績値、当初値として 26 年度の実績値を記載しています。 

【令和元年度（2019 年度）実施状況】 

各事業における令和元年度の実施状況を記載しています。 

【目標達成状況】 

目標値を設定している事業について、目標達成状況を下記の記号で記載しています。 

○：目標達成したもの 

△：目標には達しなかったものの当初値から改善したもの 

×：目標達成しなかったもの 

【今後の課題等】 

当該事業が抱えている課題や今後の取組において改善・強化するポイントを記載していま

す。 

【事業実施区分】 

「新・さっぽろ子ども未来プラン」の後継計画である「第４次さっぽろ子ども未来プラン」との関連性

について記載しています。 

（「新規」「継続」「拡充」「縮小」「終了」） 

【事業 No】 

「新・さっぽろ子ども未来プラン」の後継計画である「第４次さっぽろ子ども未来プラン」の基本目

標・基本施策に対応する番号を記載しています。 

（例：基本目標２ 基本施策３⇒２－３） 

※令和２年度以降も実施するもので、第４次さっぽろ未来プランに掲載していない事業は「未掲載」

と記載しています。 

【令和２年度（2020 年度）実施予定】 

各事業における令和２年度の実施予定を記載しています。 

- 個別事業の実施状況 － 
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新・さっぽろ子ども未来プラン事業一覧

No 事業・取組名 事業名 関連施策 担当部

1 他都市との連携・情報発信 子どもの権利推進事業 子)子ども育成部
2 出前講座・出前授業の充実 子どもの権利推進事業 1-2、1-4 子)子ども育成部
3 「さっぽろ子どもの権利の日」事業 子どもの権利推進事業 子)子ども育成部
4 他団体との連携による広報・普及活動の実施 子どもの権利推進事業 子)子ども育成部
5 子どもの権利普及啓発員制度の検討 子どもの権利推進事業 子)子ども育成部

6
特別な教育的支援を要する子どもに対する理解促
進の充実

子どもの権利推進事業
子)子ども育成部
教)学校教育部

7 小中学生向けパンフレットの活用 子どもの権利推進事業 1-2、1-4
子)子ども育成部
教)学校教育部

8 民族・人権教育の推進 人権教育推進事業 1-4 教)学校教育部
9 子どもの権利の理念を生かした教育活動の推進 学校教育指導事業 1-2 教)学校教育部
10 子どもの権利に関する教員研修 学校教育指導事業 教)学校教育部
11 子どもレポーターの設置 子どもの権利推進事業 1-1 子)子ども育成部
12 子どもからの提案意見募集ハガキ 子どもの権利推進事業 子)子ども育成部
13 市政への子どもの意見の反映 子どもの権利推進事業 子)子ども育成部
14 子ども議会の実施 子どもの権利推進事業 子)子ども育成部
15 子ども向け情報提供の充実 子どもの権利推進事業 子)子ども育成部
16 わたしたちの児童会館づくり事業 児童会館運営管理、ミニ児童会館運営管理 1-3 子)子ども育成部
17 「子ども運営委員会」の拡充 子どもの権利推進事業 1-3 子)子ども育成部
18 地域への子どもの参加の支援 子どもの権利推進事業 子)子ども育成部
19 子どもまちセン一日所長 次世代の活動の担い手育成事業 市)市民自治推進室

20
元気なまちづくり支援事業(未来へつなぐ笑顔のま
ちづくり活動推進事業)

子どものまちづくりへの参加促進事業 市)市民自治推進室

21 「ふるさと札幌」を学ぶ機会の充実 学校教育指導事業 教)学校教育部
22 啓発活動の充実 子どもの権利推進事業 1-1 子)子ども育成部
23 子どもの学習支援事業 札幌まなびのサポート事業 保)総務部
24 悩みやいじめに関するアンケート調査の実施 学校教育指導事業 1-4 教)学校教育部
25 スクールカウンセラーの活用 スクールカウンセラー配置事業 1-4 教)学校教育部
26 スクールソーシャルワーカーの活用 スクールソーシャルワーカー活用事業 1-4 教)学校教育部
27 学校教育相談体制の充実 教育センター運営管理事業 1-4 教)学校教育部
28 学校ネットトラブル等対策 学校教育指導事業 1-4 教)学校教育部
29 心のサポーターの配置 相談支援パートナー事業 教)学校教育部
30 教育支援センター機能の充実 不登校対策事業 教)学校教育部
31 不登校児等グループ指導事業 不登校児等グループ指導事業 子)児童相談所
32 青少年育成委員会事業 少年健全育成推進費 3-3 子)子ども育成部
33 少年育成指導員による指導・相談 少年育成指導員費 3-3 子)子ども育成部
34 少年団体交流事業 少年団体活動促進事業 子)子ども育成部
35 少年団体活動補助事業 少年団体活動促進事業 子)子ども育成部
36 少年リーダー養成研修 少年団体活動促進事業 子)子ども育成部
37 仮称）子ども貧困対策計画策定 子)子ども育成部
38 子どもの学びの環境づくり事業 3-4 子)子ども育成部
39 いじめ対策自殺予防事業 1-4 教)学校教育部
40 子どものくらし支援コーディネート事業 子)子ども育成部

41
子どもの権利の侵害からの救済（子どもアシストセ
ンター）

子どもの権利の侵害からの救済（子どもアシストセ
ンター）

1-3
子)子どもの権利救済
事務局

42 児童福祉相談・支援体制の強化 児童相談体制の強化 子)児童相談所
43 オレンジリボン地域協力員制度の拡充 オレンジリボン地域協力員事業 子)児童相談所

44 子ども安心ホットラインの運営
子ども安心ネットワーク強化事業　－189（いちはや
く）対応－

子)児童相談所

45 児童虐待早期発見・早期対応事業 児童虐待防止対策支援事業 子)児童相談所
46 夜間・休日の児童虐待通告等に関する初期調査 児童虐待防止対策支援事業 子)児童相談所
47 要保護児童対策地域協議会 児童相談体制の強化 子)児童相談所
48 一時保護所の定員拡充・環境改善 一時保護所改修事業 子)児童相談所
49 多文化共生推進事業 多文化共生推進事業 総)国際部
50 福祉読本の発行 福祉読本の発行 保)障がい保健福祉部

51
育児不安保護者支援事業（コモンセンス・ペアレン
ティング）

育児不安保護者支援事業（コモンセンス・ペアレン
ティング）

子)児童相談所

52 母子緊急一時保護事業 子)子育て支援部
53 養育支援員派遣事業 子)児童相談所

54 認可保育所・認定こども園の整備
私立保育所整備費等補助事業
認定こども園整備費補助事業

子)子育て支援部

55 小規模保育事業 小規模保育改修補助金の拡充 子)子育て支援部
56 家庭的保育事業（保育ママ） 家庭的保育事業（保育ママ） 子)子育て支援部
57 延長保育事業 時間外保育事業 子)子育て支援部
58 休日保育事業 休日保育事業 子)子育て支援部
59 夜間保育事業 夜間保育事業 子)子育て支援部

60 放課後児童クラブの質の向上
児童会館運営管理、ミニ児童会館運営管理、民間
児童育成会への支援事業

子)子ども育成部

61 ワーク・ライフ・バランス推進事業 仕事と暮らしのライフプラン支援事業 1-3 子)子ども育成部
62 仕事と家庭の両立を促進するための啓発 仕事と家庭の両立を促進するための啓発 市)男女共同参画室
63 女性社員の活躍応援事業 女性社員の活躍応援事業 経)雇用推進部
64 子育てママ再就職支援事業 経)雇用推進部
65 市立幼稚園預かり保育事業 2-3 教)学校教育部
66 男女が共に活躍できる職場づくり応援事業 市)男女共同参画室
67 さっぽろ女性活躍・働き方改革応援事業 市)男女共同参画室
68 妊婦一般健康診査 妊婦一般健康診査 保)保健所
69 妊婦支援相談事業 妊婦支援相談事業 1-3、1-4 保)保健所
70 不妊治療支援事業 不妊治療支援事業 保)保健所
71 産婦人科救急医療運営事業 産婦人科救急コーディネート事業 保)保健所
72 母子保健訪問指導事業（乳児家庭全戸訪問事業） 母子保健訪問指導事業（乳児家庭全戸訪問事業） 1-3、1-4 保)保健所
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新・さっぽろ子ども未来プラン事業一覧

No 事業・取組名 事業名 関連施策 担当部

73
保健と医療が連携した育児支援ネットワーク事業
(養育支援訪問事業)

児童虐待発生予防・育児支援強化事業 1-4 保)保健所

74 乳幼児健康診査 乳幼児健康診査 4-2 保)保健所

75 母子関連マス・スクリーニング事業

新生児マススクリーニング
神経芽腫マススクリーニング
胆道閉鎖症スクリーニング
妊婦甲状腺機能スクリーニング

保)衛生研究所

76
休日救急当番運営事業・二次救急医療機関運営
事業

土曜午後・休日・二次救急医療機関制度運営事業 保)保健所

77 子ども医療費助成 子ども医療費助成制度の拡充 保)保険医療部
78 食育の推進事業 食育推進事業 保)保健所
79 「たのしい給食の提供」と「食育の推進」 子)子育て支援部
80 食に関する学びの推進 さっぽろ学校給食フードリサイクル事業 教)生涯学習部

81 若者の性に関する知識の普及啓発事業
思春期から青年期を対象とした性の知識の普及啓
発事業

保)保健所

82 思春期ヘルスケア事業
思春期から青年期を対象とした性の知識の普及啓
発事業

保)保健所

83 思春期精神保健ネットワーク事業 思春期精神保健ネットワーク事業 保)障がい保健福祉部
84 妊娠・出産包括支援事業 1-3,1-4 保)保健所
85 新米パパ・ママへの育児支援事業 保)保健所
86 歯科口腔保健推進事業 保)保健所
87 子育て支援総合センター事業 子育て支援総合センター運営事業 1-3 子)子育て支援部
88 区保育・子育て支援センター（ちあふる）整備事業 区保育・子育て支援センター整備事業 子)子育て支援部

89 地域での子育てサロン
地域子育て支援拠点事業
地域子育て支援事業

子)子育て支援部

90 利用者支援事業 子育てサービス等利用者支援事業 子)子育て支援部

91 児童家庭支援センター運営費補助事業
子ども安心ネットワーク強化事業　－189（いちはや
く）対応－

1-4 子)児童相談所

92 サポートファイルさっぽろ サポートファイルさっぽろ 保)障がい保健福祉部
93 病後児デイサービス事業 病後児デイサービス事業 2-1 子)子育て支援部
94 さっぽろ子育てサポートセンター事業 子育て援助活動支援事業 2-1 子)子育て支援部
95 札幌市こども緊急サポートネットワーク事業 子育て援助活動支援事業 2-1 子)子育て支援部
96 一時預かり事業 一時預かり事業 子)子育て支援部
97 さっぽろ親子絵本ふれあい事業 さっぽろ親子絵本ふれあい事業 子)子育て支援部
98 家庭教育学級の推進 家庭教育事業 1-1 教)生涯学習部
99 親育ち応援団の充実 家庭教育事業 1-3、3-2 教)生涯学習部

100
幼児期の学校教育の保護者等への啓発・支援の
推進

幼児教育センター関係事業 教)学校教育部

101
子ども・子育て支援新制度における利用者負担額
の軽減

子)子育て支援部

102 私学助成
私立幼稚園等補助事業
私立幼稚園就園奨励費補助金事業
私立学校教材教具等整備費補助事業（小中高）

子)子育て支援部
子)子ども育成部

103 奨学金 札幌市奨学金支給事業 教)学校教育部
104 就学援助 就学援助事業 教)学校教育部

105 助産施設
助産施設運営費、助産施設・母子生活支援施設
運営費等補助事業

子)子育て支援部

106 親子で学ぶ消費者教育推進事業 市)市民生活部
107 特別奨学金支給事業 子)子育て支援部
108 子育て情報提供強化事業 子)子育て支援部
109 都心部常設キッズサロン整備事業 子)子育て支援部
110 ３歳未満児の第２子以降の保育料無料化事業 子)子育て支援部
111 生活保護世帯への実費徴収額補助事業 子)子育て支援部
112 保育ニーズコーディネート事業 2-1 子)子育て支援部
113 札幌市高等学校等生徒通学交通費助成事業 教)学校教育部

114
義務教育児童生徒遠距離通学定期料金助成金事
業

教)学校教育部

115 犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業 犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業 1-3 市)地域振興部
116 登下校時の見守り活動等の推進 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 教)生涯学習部
117 学校における安全教育の充実 教)学校教育部
118 子育て支援住宅の建設（市営住宅東雁来団地） 東雁来団地子育て支援住宅建設事業 都)市街地整備部
119 公的住宅の供給 世帯状況による抽選倍率の優遇 都)市街地整備部
120 安全・安心な道路環境の整備事業 建)土木部
121 若年層世帯向け住宅の募集 都)市街地整備部
122 安全で安心な公共空間整備促進事業 市)地域振興部

123 教育・保育の質の向上
保育センター委託事業、私立保育所等補助事業
等

子)子育て支援部
教)学校教育部

124 認可外保育施設立入調査（巡回指導） 子)子育て支援部
125 市立幼稚園研究実践の推進と発信 幼児教育センター関係事業 教)学校教育部

126
幼児教育センターと市立幼稚園におけるセンター
機能の充実

幼児教育センター関係事業 教)学校教育部

127 幼保小連携の推進 幼児教育センター関係事業
教)学校教育部
子)子育て支援部

128 家庭的保育等研修事業 子)子育て支援部
129 私立保育所等補助事業 子)子育て支援部
130 私立幼稚園施設整備費貸付事業 子)子育て支援部
131 保育士等支援事業 子)子育て支援部
132 札幌市保育士修学資金等貸付事業 子)子育て支援部

基
本
施
策
1

基
本
施
策
3

基
本
施
策
4

基
本
目
標
２

基
本
目
標
３

基
本
施
策
2

3



新・さっぽろ子ども未来プラン事業一覧

No 事業・取組名 事業名 関連施策 担当部

133 「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」の推進 「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」推進事業 教)学校教育部

134
市立札幌開成中等教育学校における課題探究的
な学習モデル研究の推進

課題探究的な学習モデル研究事業 教)学校教育部

135 体力向上の推進
「さっぽろっ子『健やかな身体』の育成プラン」推進
事業
中学校運動部活動における外部人材の活用

教)学校教育部

136 進路探究学習の充実 進路探究学習オリエンテーリング事業 教)学校教育部
137 札幌らしい特色ある学校教育の推進 札幌らしい特色ある学校教育事業 1-2 教)学校教育部
138 外国語指導助手（ALT）の活用の推進 国際理解教育推進事業(外国語指導助手配置） 教)学校教育部
139 情報教育の充実 学校教育指導事業 教)学校教育部
140 サッポロサタデースクール事業の実施 サッポロサタデースクール事業 教)生涯学習部
141 さっぽろっ子ウインタースポーツパワーアップ事業 1-2 ス)スポーツ部
142 教育の情報化推進事業 教)生涯学習部
143 青少年科学館を活用した理科教育推進事業 教)生涯学習部
144 読書チャレンジ・図書資源ネットワーク事業 教)生涯学習部
145 帰国・外国人児童生徒支援事業 教)学校教育部
146 算数にーごープロジェクト事業 教)学校教育部
147 小学校における英語専門教師配置事業 教)学校教育部
148 オリンピック・パラリンピック教育推進事業 教)学校教育部
149 学校図書館司書配置事業 教)学校教育部
150 小中連携・一貫教育推進事業 教)学校教育部
151 スーパーグローバルハイスクール研究開発事業 教)学校教育部
152 スーパーサイエンスハイスクール研究開発事業 教)学校教育部
153 子どもの読書活動サポート事業 教)学校教育部
154 札幌市観察実験アシスタント配置事業 教)学校教育部
155 高校改革支援事業 3-4 教)学校教育部
156 公園・緑地等の整備 地域に応じた身近な公園整備事業 建)みどりの推進部
157 地域と創る公園再整備事業 地域と創る公園機能再編・再整備事業 建)みどりの推進部
158 安全・安心な公園再整備事業 安全・安心な公園再整備事業 建)みどりの推進部

159 児童会館・ミニ児童会館事業

新型児童会館整備事業
放課後子ども館及び放課後子ども教室運営事業
児童会館運営管理
ミニ児童会館運営管理

1-3、2-1 子)子ども育成部

160 新型児童会館整備事業 新型児童会館整備事業 2-1
子)子ども育成部
教)生涯学習部
市)地域振興部

161 放課後児童クラブの過密化の解消 放課後児童クラブの過密化解消事業 2-1
子)子ども育成部
教)生涯学習部

162 民間児童育成会への支援 民間児童育成会への支援事業 1-3、2-1 子)子ども育成部
163 児童会館における中・高校生の利用促進 児童会館運営管理 1-3 子)子ども育成部

164 児童会館の地域交流の推進
児童会館の地域多世代交流機能の拡充
札苗緑小学校区多世代交流施設整備事業
児童会館運営管理

子)子ども育成部

165 「子どもの体験活動の場」事業 子どもの体験活動の場支援事業 1-2 子)子ども育成部
166 プレーパーク推進事業 プレーパーク推進事業 1-2 子)子ども育成部
167 小・中・高校生等の育児体験支援 1-2 子)子育て支援部
168 心豊かな青少年を育む札幌市民運動 少年健全育成推進費 子)子ども育成部
169 さっぽろっこ読書プラン策定 教)中央図書館
170 読書チャレンジ・子どもの読書活動推進事業 教)中央図書館
171 子どもの美術体験事業 1-2 市)文化部
172 Kitara ファースト・コンサート事業 1-2 市)文化部
173 子どものミュージカル鑑賞事業 1-2 市)文化部
174 博物館活動センター事業 1-2 市)文化部
175 学校DEカルチャー 1-2 市)文化部
176 運動部活動アスリート派遣事業 1-2 ス)スポーツ部
177 さっぽろっ子ウインタースポーツ料金助成事業 1-2,2-3 ス)スポーツ部
178 （仮称）ウインタースポーツ塾事業 1-2 ス)スポーツ部
179 国際親善ジュニアスポーツ姉妹都市交流事業 1-2 ス)スポーツ部

180
ものづくり人材育成・デザイン活用型製品開発支援
事業

1-2 経)産業振興部

181 国際ビジネス人材育成事業 1-2 経)産業振興部
182 少年国際交流事業 1-2 子)子ども育成部
183 冬みち地域連携事業 1-2 建)土木部
184 野外教育事業 1-2 教)生涯学習部
185 札幌版リンクアップ事業 1-2 教)学校教育部
186 青少年向けバレエ鑑賞事業 1-2 市)文化部
187 中学校卒業者等進路支援事業 中学校卒業者等進路支援事業 子)子ども育成部
188 市立札幌大通高等学校の支援 高校改革支援事業 教)学校教育部

189
困難を有する若者への相談支援及び支援機関
ネットワークの充実

若者支援施設運営管理事業
ひきこもり対策推進事業

子)子ども育成部
保)障がい保健福祉部

190 社会体験機会創出事業 社会体験機会創出事業 子)子ども育成部
191 家庭的な養育環境の整備 社会的養護体制整備事業 子)児童相談所
192 子育て短期支援事業（ショートステイ）の実施 子育て短期支援事業 子)児童相談所
193 児童養護施設等基幹的職員研修会の実施 児童養護施設職員研修事業 1-3 子)児童相談所
194 児童自立生活援助事業（自立援助ホーム） 自立援助ホーム事業 子)児童相談所

195 施設に入所している子への学習・就労支援
スタディメイト派遣事業
就労支援コーディネーター派遣事業

子)児童相談所
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新・さっぽろ子ども未来プラン事業一覧

No 事業・取組名 事業名 関連施策 担当部

196 情緒障害児短期治療施設の開設 情緒障害児短期治療施設の開設
保)子ども発達支援総
合センター

197
児童養護施設等入所児童への大学進学等奨励給
付事業

子)児童相談所

198 児童福祉施設措置費支給事業 子)児童相談所
199 里親制度促進事業 子)児童相談所
200 社会的養護自立支援事業 子)児童相談所
201 乳幼児精神発達相談 乳幼児精神発達相談 保)保健所
202 療育支援事業（さっぽ・こども広場） 療育支援事業 子)児童相談所

203 障がい児医療訓練事業 障がい児医療訓練事業
保)子ども発達支援総
合センター

204
幼児教育センターと研究実践園の教育相談の充
実

早期からの教育相談・支援体制の拡充 教)学校教育部

205 子ども発達支援総合センターの開設 子ども発達支援総合センターの開設
保)障がい保健福祉部
保)子ども発達支援総
合センター

206 児童発達支援・放課後等デイサービス 児童発達支援・放課後等デイサービス 保)障がい保健福祉部
207 医療型児童発達支援事業 医療型児童発達支援 保)障がい保健福祉部
208 保育所等訪問支援 保育所等訪問支援 保)障がい保健福祉部
209 障害児相談支援 障害児相談支援給付費 保)障がい保健福祉部
210 自閉症・発達障害支援センター事業 自閉症・発達障害支援センター事業 保)障がい保健福祉部
211 障がいのある子どもへの移動支援 移動支援 保)障がい保健福祉部
212 地域ぬくもりサポート事業 地域ぬくもりサポート事業の拡充 保)障がい保健福祉部
213 障がい児保育事業（障がい児保育巡回指導含む） 障がい児巡回指導事業 子)子育て支援部

214
幼稚園訪問支援等を通した私立幼稚園における
特別支援教育の推進

幼児教育センター関係事業 教)学校教育部

215 支援をつなぐ幼保小連携の推進 幼児教育センター関係事業
教)学校教育部
子)子育て支援部

216 校内における子どもの支援体制の充実 学びのサポーター活用事業 教)学校教育部
217 個別の教育支援計画作成による支援の推進 特別支援教育事業 教)学校教育部
218 特別支援学級の整備・拡充 特別支援学級整備事業 教)学校教育部

219
障がいのある子どもとない子どもとの交流及び共同
学習の推進

特別支援教育事業 教)学校教育部

220 市南部への高等支援学校の整備
（仮称）南部高等支援学校における就労支援体制
の拡充

教)学校教育部

221 教育相談の充実 特別支援教育地域相談事業 1-3 教)学校教育部
222 児童会館等における障がい児の受入 児童会館運営管理、ミニ児童会館運営管理 子)子ども育成部
223 重症心身障がい児者受入促進事業 保)障がい保健福祉部
224 重症心身障がい児者地域生活支援事業 保)障がい保健福祉部
225 発達医療センター改修事業 保)障がい保健福祉部

226
重度障がい児者等日常生活用具給付事業の給付
費目の拡充

2-3 保)障がい保健福祉部

227 子どもの補聴器購入費等助成事業 2-3 保)障がい保健福祉部
228 子どものこころの診療体制整備事業 保)障がい保健福祉部
229 さっぽろ子どもの心の診療ネットワーク事業 保)障がい保健福祉部
230 児童発達支援センター利用者負担減免事業 子)児童相談所
231 特別支援教育推進事業 教)学校教育部
232 市立特別支援学校の教育内容等の拡充 3-2 教)学校教育部
233 居宅訪問型児童発達支援 保)障がい保健福祉部
234 公立保育所における医療的ケア児保育事業 子）子育て支援部
235 ひとり親家庭等日常生活支援事業 母子家庭等日常生活支援事業 子)子育て支援部
236 母子生活支援施設 母子生活支援施設運営費 子)子育て支援部
237 ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 子)子育て支援部
238 ひとり親家庭等就業支援センター事業 ひとり親家庭支援センター等運営事業 子)子育て支援部
239 ひとり親家庭就業機会創出事業 ひとり親家庭就業機会創出事業 子)子育て支援部
240 母子家庭等自立支援給付金事業 ひとり親家庭自立支援給付金事業 子)子育て支援部
241 ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭等医療費助成 保)保険医療部
242 母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業 母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業 子)子育て支援部
243 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金 子)子育て支援部

244
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支
援事業

子)子育て支援部

245 母子生活支援施設改築費補助事業 子)子育て支援部
246 ひとり親家庭の目線に立った広報の展開 子)子育て支援部
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