
基本的方向４若者が活躍できる基盤づくりへの支援

【施策の方向⑦若者の活躍を推進する機運の醸成】

施策・事業名
平成２９年度
当初予算額
（千円）

平成３０年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

知事と若者の地域創生
ミーティング

1, 503 1, 342 ○ 秘書課

高等教育機関等連携情
報発信支援事業

- 2, 804 ○ 学事文書課

やまがた移住交流推進
事業費

38, 401 35, 967 ● 市町村課

山形らしい移住促進策
の一体的展開（県・市
町村連携加速化事業の
一部）

- 9, 575 ● 市町村課

政策決定過程への若者
登用促進
【再掲】

0 0 ○
若者活躍・男
女共同参画課

やまがた若者顕彰事業 386 367 ○
若者活躍・男
女共同参画課

やまがた若者地域づく
り参加推進事業

8, 293 7, 590 ○
若者活躍・男
女共同参画課

若者活動の周知・情報
発信について
（若者応援ポジティブ
キャンペーン）

0 0 ○
若者活躍・男
女共同参画課

医師確保対策費
（ウェルカム山形推進
事業）

2, 434 2, 434 ●
地域医療対策
課

看護師確保対策費
（看護師等体験セミ
ナー事業）

1, 310 1, 369 ●
地域医療対策
課

非正規雇用労働者正社
員化・所得向上促進事
業

228, 986 259, 040 ● 雇用対策課

働き方マッチング促進
事業

- 1, 010 ● 雇用対策課

若年者ＵＩターン人材
確保対策事業費

13, 332 13, 016 ○ 雇用対策課

県内定着・回帰促進事
業費

18, 011 18, 181 ○ 雇用対策課

　県審議会等への若者の登用を通して、県政に若者の声を反映し、若者
の県づくりへの参画を促進する。
　随時若者人材リストを整備し、部局等の求めに応じて情報提供を行う
とともに、登用状況について年１～２回調査を実施する。

　県外の医科大学に進学した県出身医学生を対象に、県の医師確保施策
や県内の研修病院の情報提供を行うことにより、卒後の本県への誘導を
図る。

　県内の中高生を対象に病院等と連携した看護師体験セミナー等を実施
し、地域における看護師等の人材育成・確保及び県内定着を図る。

　若者の地域活動支援の総合窓口として、若者支援コンシェルジュを配
置し、若者たちの新たなつながりと結び付きによる更なる地域の活性化
を目指す。
また、「若者まつり」の開催や、複数のメディアを活用した若者活動の
情報発信を行い、若者同士の交流促進と若者を応援する機運の醸成を図
る。

基本の柱Ⅱ若者が活躍できる環境づくりの推進

平成３０年度の実施概要

　山形県にゆかりのある首都圏在住者等をターゲットにした情報発信や
市町村との連携による受入環境の整備などを通して、移住希望者一人ひ
とりのニーズに応じた多様な支援策を展開することにより、本県への移
住の促進を図る。

　「輝けやまがた若者大賞」により、若者の優れた功績・成果や地道な
取組みを顕彰することで、多くの若者を元気付けるとともに自信の創出
を図り、若者が活躍できる風土づくりの推進に資する。

　若者の豊かな発想や行動力を地域づくりに活かしていくため、知事が
市町村に赴き、市町村単位で、若者が力を発揮できる環境づくりや地域
課題、定住促進、地域の元気創出策などについて、若者と車座になって
対話を行い、明日の地域創生を考える。

【新規事業】
　柔軟な働き方の導入に関する企業向けセミナーの開催及び企業見学会
の実施する。

　県内外で活躍する山形が大好きな若者や山形で地道に暮らす若者の声
を通して山形の魅力を発信することで、本県での生活にポジティブなイ
メージを提示し、若者が山形での「暮らし、仕事、結婚、子育て」のラ
イフデザインを考える契機とする。

　就職相談・情報提供により就職支援を行う。
　また、就職ガイダンス等の開催により、若者の本県企業への就職に繋
げる。

　若者や女性の県内定着・回帰を促進する就職情報サイトの運営、Ｕ
ターン希望者の活動への助成、地方創生インターンシップ事業、保護者
向け就職セミナー等を実施する。

　若者の非正規雇用労働者の正社員化及び所得向上に向けた企業への奨
励金の創設、求職者に対しての正社員化に向けた総合的な支援、働き方
改革を普及するためのセミナーの開催・アドバイザー派遣の実施を行
う。

【新規事業】
　県内の高等教育機関等への県内高校生の進学を促進し、若者の県内定
着を推進するため、入学者募集等に対する支援を行う。

【新規事業】
　県外からの若者世帯等の移住に向け、「住宅」と「食」「職」を組み
合わせた、山形らしい移住促進策を一体的に展開する。
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山形県若者定着支援基
金運営事業費

377, 716 349, 015 ○ 産業政策課

スモールビジネス創出
支援事業

7, 156 4, 806 ● 農政企画課

高校生就職支援事業 2, 465 2, 106 ○ 高校教育課

オール置賜による地域
の魅力作りと発信事業

813 813 ●
置賜総合支庁
総務課連携支
援室

地域コミュニティ活性
化推進事業費（庄内）
（若者への庄内魅力発
信事業）

2, 103 2, 471 ○
庄内総合支庁
総務課連携支
援室

少年水産教室【再掲】 6 29 ●
庄内総合支庁
水産振興課

水産高校生体験漁業
【再掲】

261 261 ●
庄内総合支庁
水産振興課

【施策の方向⑧多様な活動の推進、つながる機会の拡大】

施策・事業名
平成２９年度
当初予算額
（千円）

平成３０年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

社会貢献活動促進基金
活用事業費

39, 310 39, 310 ●
県民文化ス
ポーツ課

やまがた県民活動推進
事業費

1, 900 － ●
県民文化ス
ポーツ課

やまがた若者地域づく
り参加推進事業
【再掲】

8, 293 7, 590 ○
若者活躍・男
女共同参画課

若者チャレンジ応援事
業

10, 209 9, 209 ○
若者活躍・男
女共同参画課

やまがたチャレンジ創
業応援事業費

39, 331 39, 077 ●
中小企業振興
課

若者創業応援
プロジェクト事業費

－ 12, 886 ○
中小企業振興
課

生涯学習センター事業 93, 251 93, 251 ●
文化財・生涯
学習課

多様な主体が支えあう
最上の環境づくり推進
事業（輝くモガティブ
ウーマン発掘・発信事
業）

711 711 ●
最上総合支庁
子ども家庭支
援課

ＢＥＳＴ！森づくり
リーダー育成事業

398 398 ●
最上総合支庁
森林整備課

地域コミュニティ活性
化推進事業費（庄内）
（庄内広域連携・交流
支援事業）

1, 000 1, 000 ●
庄内総合支庁
総務課

　庄内地域に住所地、勤務地又は通学地を有する若者等が庄内以外の地
域・団体との連携・交流等により、地域の活性化や課題解決に向けて取
り組む活動を支援し、庄内地域の活性化を促進する。

　若者の主体的な取組みの実現化の機会を提供し、若者の県づくりへの
参画を促進するため、県政課題への対応や地域の活性化に向けた若者ア
イディアを広く募集し、採択された企画に対し「若者チャレンジ応援事
業費補助金」による助成を行う。

　水産高校との共催により、県内中学生を対象に水産に関する初歩的な
学習と実習を行い水産業への理解を深める。

平成３０年度の実施概要

　将来の地域産業の担い手となる学生の県内回帰・定着を図るため、県
と市町村、地元産業が連携し、奨学金返還を支援する。

【新規事業】
　新たな発想と意欲を持った若者による多様な創業を生み出すため、ビ
ジネスプラン作成までの段階的な支援やノウハウを学ぶインターンなど
を実施する。

　県内の創業の促進を図るため、若者等を対象としたセミナーの開催や
創業者に対する創業経費の助成等による支援を行う。

　「やまがた社会貢献基金」を活用し、地域課題の解決に取り組むＮＰ
Ｏ法人やボランティア団体への支援を行う。

　水産高校のカリキュラムにない本県沿岸漁業の代表的な漁業種類の漁
船に乗船しての漁業体験と青年漁業者との交流会を実施し、本県におけ
る漁業の実態を伝え、水産業への就職意欲を高める。

　若者の地域活動支援の総合窓口として、若者支援コンシェルジュを配
置し、若者たちの新たなつながりと結び付きによる更なる地域の活性化
を目指す。
また、「若者まつり」の開催や、複数のメディアを活用した若者活動の
情報発信を行い、若者同士の交流促進と若者を応援する機運の醸成を図
る。

　住んでいる女性がより活躍できる最上地域とするため、地域活動等に
取組む女性人材を高校生等に対して「ロールモデル」として紹介すると
ともに、県内で活躍している女性らを中心に交流会を開催することで
チャレンジしている女性のネットワーク化を図る。

　教員による企業訪問（求人開拓、卒業生の激励・相談）や卒業１年目
の県内就職者への事後指導を行うことにより、就職促進並びに離職率の
低下を図る。

　冊子やＷｅｂ等により、庄内で暮らすことや働くことの魅力を発信
し、若者の地域に定着する意識を醸成する。

　農山漁村の強みである、多様で豊富な農産物などの地域資源を活か
し、女性や若者等の新たなチャレンジにより、付加価値や雇用を生み出
す地域内起業に向けた取組みを支援する。（定額300千円）

　平成29年度で終了

　県民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援するため、生涯学習セン
ターを運営する。（予算額は指定管理料で、分館（洗心庵）を含む。）

　最上地域の豊かなみどりと森林を守り、育て、暮らしに活かす、幅広
い森づくり活動を実践する人材を育成する。

　若者目線による地域活性化策を企画・検討するため、平成２９年度に
設立した「おきたま元気創造ラボ」の行動計画に基づく事業について、
関係団体等と連携しながら取組みを進めていく。
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出羽庄内公益の森づく
り事業【再掲】

477 475 ●
庄内総合支庁
森林整備課

基本的方向５若者のライフステージに応じた総合的な支援

【施策の方向⑨若者の職業的自立、就労支援】

施策・事業名
平成２９年度
当初予算額
（千円）

平成３０年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

Ｉ ＣＴイノベーション
創出事業（一部）

－ 9, 400 ● 情報政策課

地域若者人材確保対策
事業費

5, 265 4, 973 ○ 産業政策課

非正規雇用労働者正社
員化・所得向上促進事
業【再掲】

228, 986 259, 040 ● 雇用対策課

若者就職支援センター
事業費

44, 612 40, 304 ○ 雇用対策課

地域若者サポートス
テーション事業【再
掲】

14, 006 13, 977 ○ 雇用対策課

若年者ＵＩターン人材
確保対策事業費【再
掲】

13, 332 13, 016 ○ 雇用対策課

県内定着・回帰促進事
業費【再掲】

18, 011 18, 181 ○ 雇用対策課

トータルジョブサポー
ト運営事業費

10, 064 10, 022 ○ 雇用対策課

産業技術短期大学校運
営

290, 230 325, 011 ○ 雇用対策課

職業能力開発校運営 35, 456 32, 484 ○ 雇用対策課

産業技術短期大学校新
学科開設準備事業

252, 800 － ○ 雇用対策課

農林大学校教務費 39, 931 38, 586 ○ 農政企画課

農林大学校人材育成研
修費

17, 776 17, 337 ● 農政企画課

独立就農総合支援事業 959, 329 872, 822 ●
農業経営・
担い手支援課

農業士・農業青年活動
支援事業費の一部

1, 062 1, 023 ○
農業技術環境
課

輝くアグリウーマン育
成事業費

5, 938 5, 448 ○
農業技術環境
課

　就職相談・情報提供により就職支援を行う。
　また、就職ガイダンス等の開催により、若者の本県企業への就職に繋
げる。

　若者や女性の県内定着・回帰を促進する就職情報サイトの運営、Ｕ
ターン希望者の活動への助成、地方創生インターンシップ事業、保護者
向け就職セミナー等を実施する。

　農林業の担い手として即戦力となる、高い専門性と幅広い知識・技術
や経営能力を備えた実践的な人材を育成するカリキュラムの実施（農林
大学校養成部における2年間の教育の実施）。

　多様な人材を発掘し、育て、活かすため農業者等の発展段階に応じた
様々な研修機会を提供し、山形の農業を牽引する人材を育成する。ま
た、新規林業従事者等を対象とした森林・林業に関する基礎的な研修を
行う（農林大学校研修部における研修の実施）。

　産業技術短期大学校において高度職業訓練を実施する。（人件費を除
く）

　県内４地域において特に確保が必要とされている人材に向けた情報発
信。

　県内若者等の就職支援を強化するため、県が有する「山形県若者就職
支援センター」・「山形県求職者総合支援センター」の機能と「ハロー
ワーク」が持つ就職マッチング機能を一体的に実施する。

【新規事業】
　県内の農業、工業、商業、医療、福祉などの分野の現場を担う若手・
中堅従業員を対象に、ビッグデータやＡＩ、ＩｏＴなどを現場で活用で
きる実践的な人材を育成する。

　活躍が期待される若い女性農業者の経営力向上を支援する研修講座
「アグリウーマン塾」の実施、若手農業者が活き活きと活躍する姿や農
業の魅力を伝える啓発パンフレットを中学2年生向けに配付、孤立しがち
な若い女性農業者が活躍できるようワンストップ相談窓口の設置や地域
学習会の開催を通したネットワークづくり支援などにより、若い女性農
業者の活躍を促進する。

　ニート等の若者の職業的自立を支援するため、個々のケースに対応し
た具体的な支援プログラムの実施、また、若者自立支援ネットワークの
整備・運営を行う。

　多様な主体の協働により庄内海岸林を次世代に引き継ぎ、森林を守り
育てる意識の醸成を図るため、地域住民・学校等が行う森づくり活動や
森林環境教育への支援を実施する。

　青年農業者に対して指導農業士による農業技術の実践的な指導を実施
するとともに青年農業者自らが行う課題解決に向けたプロジェクト活動
を支援することで本県農業の将来を担う青年農業者の育成を進める。

　職業能力開発校において普通職業訓練を実施する。（人件費を除く）

　新規就農者の確保・育成に向け、就農準備段階から経営が不安定な就
農直後まで総合的な支援を行う。

　山形県若者就職支援センターの設置・運営により、若年者の就職につ
いて、地域の学校・企業と連携しながら、高等学校、大学等の在学中か
ら職場定着まで一貫した支援を実施する。

平成３０年度の実施概要

　若者の非正規雇用労働者の正社員化及び所得向上に向けた企業への奨
励金の創設、求職者に対しての正社員化に向けた総合的な支援、働き方
改革を普及するためのセミナーの開催・アドバイザー派遣の実施を行
う。

　平成29年度で終了
（新学科運営に係る必要経費は、産業技術短期大学校運営費に統合）
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緑の青年就業準備給付
金事業費

31, 583 25, 063 ● 林業振興課

建設産業若年従事者育
成支援等事業（スキル
アップ支援）

1, 600 － ○ 建設企画課

建設業人材確保緊急対
策事業（女性進出促
進）

131 377 ○ 建設企画課

やまがたの木造住宅建
設担い手育成事業（山
形の家づくり「未来の
匠」育成事業）

184 116 ○ 建築住宅課

キャリア教育推進事業
【再掲】

5, 805 5, 606 ○ 高校教育課

最上の人材育成地域定
着促進事業（医療人材
確保対策事業）

442 442 ○
最上総合支庁
保健企画課

最上の人材育成地域定
着促進事業（介護人材
確保対策事業）

－ 104 ○
最上総合支庁
地域保健福祉
課

最上の人材育成地域定
着促進児事業（創業に
よる最上地域の人材活
性化事業）

－ 350 ○
最上総合支庁
地域産業経済
課

地域中小企業連携促進
事業（女性人材活躍促
進事業）

－ 246 ○
最上総合支庁
地域産業経済
課

魅力ある建設分野への
若手人材啓発事業費

110 110 ○
置賜総合支庁
建設総務課

建設業への若者就業促
進事業

320 320 ○
庄内総合支庁
建設総務課

【施策の方向⑩結婚、子育て、仕事と家庭の両立支援】

施策・事業名
平成２９年度
当初予算額
（千円）

平成３０年度
当初予算額
（千円）

施策対象 担当課

やまがたハッピーライ
フプロジェクト事業費

67, 774 72, 062 ● 子育て支援課

共に働き共に育む社会
づくり推進事業費（一
部）

2, 613 3, 547 ● 子育て支援課

　学生等に住宅建築とそれに関わる大工の魅力を伝えるセミナーを開催
する。

【新規事業】
　最上地域の小・中学生及び高校生を対象に、介護の仕事に対し理解を
深めるための講師を派遣し講話等を実施する。

　中学生や高校生を対象に、地元建設業の役割や魅力を紹介すること
で、建設業に対する関心・興味を啓発し、地元建設業への就業促進及び
地元定着を図る。
・建設系学科高校生を対象とした、『地元建設現場の見学会』や『先輩
　技術者との意見交換会』の開催
・中学生、高校生に向けた地元建設業を紹介するパンフレットの作成・
　配付

　最上地域の小・中学生及び高校生を対象に、地域の医療機関で働く医
師等を講師として、医療職を目指した動機ややりがい等について講話や
体験学習等を行う動機付け学習会を開催する。また、希望する中高生に
対しフォローアップを行い、継続的に情報提供を行うとともに将来の地
元への就業を促進する。

平成３０年度の実施概要

　望ましい勤労観・職業観を身に付け、地域産業の発展に貢献する高校
生を育成するキャリア教育の推進を図る。

　「やまがた出会いサポートセンター」の結婚希望者への総合相談機能
の強化、「やまがた縁結びたい」のボランティア仲人活動への支援によ
り、出会いから結婚までの継続的かつ総合的な支援の充実を図る。
　学生や社会人を対象としたライフデザインセミナーの開催により若い
世代に対する結婚観や家庭観を醸成を図る。
　若い世代の結婚・新生活を後押しする住居費等の経済的支援を行う。
　子育てを家族間・世代間で支え合う暮らしの良さや県の支援施策等を
テレビＣＭやイベント等を通じてＰＲすることにより、三世代同居・近
居に前向きな意識の醸成を図る。

　企業経営者のネットワーク「やまがた企業イクボス同盟」の活動によ
る男性の家事・育児参画に向けた意識の醸成を図るとともに、「やまが
たイクメン応援サイト」を活用した好事例等の情報発信を行う。

　林業への就業に向け、県立農林大学校林業経営学科において必要な知
識の習得等を行う学生が、安心して研修に専念できるよう給付金を給付
する。

【新規事業】
　若者・女性による人材や地域資源、自分が好きなこと等を活かした起
業に向けた講座等を開催するとともに、起業家等の仕事、暮らしぶりを
まとめ、若者・女性に周知・提案していく。

【新規事業】
　若手・中堅の女性社員のキャリア形成育成のため、ビジネススキルを
学ぶ講座を開催する。

　平成29年度で終了

　置賜地域の高校生を対象に、建設分野への関心・興味を啓発し、若手
人材の就業促進を図る。
・山形県建設業協会米沢支部が主体で行う現場見学会への補助
・若手・女性技術者による仕事説明会

・現役女性技術者と土木に興味があり県内に就職、進学を希望する高等
学校女子生徒との間で、建設業で女性が働くための心構や悩みなど意見
交換を行う「けんせつ女子カフェ」の開催。
・「けんせつ女子カフェ」で発表された女性技術者の貴重な体験談やア
ドバイスを小冊子（記録集）にまとめ、県内の高等学校に配布すること
で建設業の魅力をＰＲ。
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地域で支える子育て安
心事業費（一部）

4, 768 3, 650 ● 子育て支援課

「山形みんなで子育て
応援団」地域連携事業
（市町村総合交付金）
【再掲】

3, 600 3, 600 ● 子育て支援課

特別保育事業費 13, 873 47, 628 ○ 子育て支援課

地域子ども・子育て支
援事業費

561, 141 595, 556 ○ 子育て支援課

届出保育施設等すこや
か保育事業費

74, 416 67, 867 ○ 子育て支援課

放課後児童クラブ推進
事業費【再掲】

845, 117 1, 046, 739 ○ 子育て支援課

認定こども園等整備推
進費

950, 012 62, 666 ○ 子育て支援課

放課後児童クラブ整備
推進費

112, 559 115, 621 ○ 子育て支援課

多子世帯における保育
料負担軽減事業費

41, 676 30, 504 ○ 子育て支援課

地域で支える子育て安
心事業費（一部）放課
後児童クラブ利用料軽
減事業

71, 035 89, 456 ○ 子育て支援課

私立幼稚園にこにこ子
育て支援事業費

10, 470 10, 279 ○ 子育て支援課

ひとり親家庭・子ども
の貧困対策総合推進事
業費

55, 996 58, 202 ● 子ども家庭課

妊娠・出産・子育て安
心生活応援事業

40, 235 50, 171 ● 子ども家庭課

企業等におけるワー
ク･ライフ･バランス推
進事業

12, 703 10, 637 ●
若者活躍・男
女共同参画課

マザーズジョブサポー
トセンター運営事業

47, 623 43, 327 ●
若者活躍・男
女共同参画課

共に働き共に育む社会
づくり推進事業

13, 540 12, 365 ●
若者活躍・男
女共同参画課

非正規雇用労働者正社
員化・所得向上促進事
業【再掲】

228, 986 259, 040 ● 雇用対策課

　働き方改革推進アドバイザーの常用雇用規模100人以下の企業訪問によ
り、多様な正社員制度、フレックスタイム制や始業時間・終業時間の前
倒しなど、労働者それぞれの事情に応じた多様で柔軟な働き方について
の周知啓発及び各種支援制度の周知、相談・助言の実施を行う。

　女性の活躍や男女が共に働き共に育む社会づくり推進の観点から、女
性自身や企業、社会全体の意識改革及び男性も家事・育児への参画が可
能となる労働環境づくりを推進する。
○中堅職員を対象とした女性管理職養成プログラムの開催（１地区）
○上記プログラムフォローアップ調査の実施（新規）
○企業向けコンサルティングの実施（新規）
〇やまがたウーマノミクス・ネットワーク形成事業の実施
○地域での女性活躍応援事業の実施
○「やまがたイクメン応援サイト」を活用した情報発信

　経済的理由から放課後児童クラブの利用を断念することがないよう、
低所得世帯及び兄弟姉妹で同時利用している世帯における利用料を軽減
する。

　市町村がＮＰＯ等と協働し行う、三世代同居・近居の理解を促進する
活動や祖父母世代と地域の子ども達とが定期的に行う世代間交流事業、
結婚しやすい環境づくり事業、乳幼児と児童生徒とのふれあい体験事業
に支援を行う。

　入所児童の処遇向上を図るため、届出保育施設等（認可外保育施設）
における0・1歳児及び待機児童の受入れにかかる経費を助成。

　昼間保護者のいない家庭の小学生等の授業終了後や長期休暇等に、遊
びや生活の場を提供し、健全育成活動を行う放課後児童クラブに対し運
営費等を助成し、児童の健全育成と仕事と家庭の両立支援を図る。

　地域での祖父母世代と子どもたちとの世代間交流を定期的・継続的に
行う場の整備に対する支援。

　認定こども園の計画的な整備により新たな保育ニーズに対応するとと
もに、子育て家庭が安心して子どもを育てることができる体制の整備を
図る。

　放課後児童クラブの計画的な整備により、児童に県健全な遊びを与え
て、その健康を増進し、また情操を豊かに放課後児童クラブの設置促進
を図る。

　私立幼稚園に同時に２人以上在園している世帯の保育料を軽減する。

　妊娠・出産・子育てに対する不安感を解消するため、生まれてくる赤
ちゃんと子育て家庭を社会全体で応援するメッセージを贈るとともに、
子育て世代包括支援センターの体制充実など、妊娠期から出産、子育て
期にわたる切れ目のない支援の充実を図る。

　保育需要の多様化に対応するため、障がい児保育等の保育サービスを
実施するとともに、延長保育の受入れ体制を充実することにより保育を
支える保育士を支援する。

　多様化する保育ニーズに対応するため、ファミリー・サポート・セン
ター事業や地域子育て支援拠点事業等の市町村における子ども及び子育
て家庭の支援に資する取組みを推進する。

　企業等におけるワーク・ライフ・バランスを推進するため、山形いき
いき子育て応援企業の登録・認定や、各種奨励金の交付、ワーク・ライ
フ・バランス優良企業知事表彰等を実施する。

　ひとり親家庭の親子が自立し、安心して暮らすことができるよう、就
労支援をはじめ、子育て・生活、子どもの教育、経済的な面も含め総合
的に支援を行うとともに、子どもの貧困対策の推進を図る。

　多子世帯における保育料負担軽減のため、認可保育所・届出保育施設
（認可外保育施設）など施設の種別に関わらず、同時入所している場合
に保育料を軽減する。

　結婚・出産・育児等の理由で離職している女性の再就職をワンストッ
プで支援するため、マザーズジョブサポート山形・庄内の県内２箇所
で、再就職や仕事と子育ての両立に関する相談業務、保育ルームの運営
による託児サービスの提供を行う。また県内各ハローワークと協力し出
張相談を実施する。
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県営住宅に入居する際
の優遇措置

0 0 ● 建築住宅課

むらやま広域婚活事業
（広域婚活の展開）

338 338 ○
村山総合支庁
子ども家庭支
援課

むらやま広域婚活事業
（むらやま若者婚活人
づくり事業）

734 734 ○
村山総合支庁
子ども家庭支
援課

むらやま子育てサポー
トふれあい体験事業

700 580 ○
村山総合支庁
子ども家庭支
援課

若者の健康支援事業 201 224 ○
村山総合支庁
子ども家庭支
援課

関係機関のネットワー
クを活用した結婚支援
活動の推進

0 0 ○
置賜総合支庁
子ども家庭支
援課

庄内若者ハッピーライ
フ推進事業

56 56 ○
庄内総合支庁
子ども家庭支
援課

　庄内地域行政・結婚支援団体の連絡会を開催する。
　市町と県との連携による広域結婚支援事業を実施する。

　置賜地域広域行政事務組合、管内市町との連携により、置賜全域を対
象とするイベントなどの婚活推進活動を支援。

　管内市町職員等を対象とした研修会等を実施するとともに管内市町と
の連携による広域婚活事業を展開(広域婚活の展開）。

　大学生、専門学校生、若手社会人を対象に妊娠・出産・不妊に関する
正しい知識や情報を提供し、人生設計を考える契機とするとともに自ら
健康管理できるよう支援する。

　若者が主体となった婚活事業推進のための人材づくり、組織づくりの
支援のため、婚活支援を体験する事業などを実施。

　高校生を対象に、乳幼児や子育て中の親とのふれあい交流体験及び子
育て支援体験の機会を提供。

　ひとり親家庭の県営住宅への入居に際し、入居条件等の優遇措置によ
り支援する（抽選確率の優遇、連帯保証人１名で可、等）。
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