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（４）被虐待児等への自立支援の充実について ････････････････････････････ 126

（５）社会的養育を担う人材確保について ････････････････････････････････ 129

（６）施設運営の質の向上について ･･････････････････････････････････････ 131

（７）被措置児童等虐待について ････････････････････････････････････････ 133

＜家庭福祉課本課・関連資料＞
（資料１）平成30年度家庭福祉対策関係予算案の概要 ･･････････････････････ 135

（資料２）都道府県計画の見直し要領（骨子案）‥･･････････････････････････ 163

（資料３）里親等委託率の推移 ････‥‥‥‥‥‥･･････････････････････････ 229

（資料４）都道府県市別里親等委託率の差 ･‥‥･･･････････････････････････ 230

（資料５）里親等委託率の過去10年間の増加幅の大きい自治体 ･･････････････ 231

（資料６）都道府県市別新生児等の新規措置の措置先 ･･････････････････････ 232

（資料７）民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する

法律案に対する附帯決議 ･･････････････････････････････････････ 234

（資料８）養子縁組あっせん事業者一覧 ･････････････････････････････････ 235

（資料９）平成２９年度児童心理治療施設の設置状況 ･･････････････････････ 236

（資料10）社会的養護自立支援事業等について ････････････････････････････ 237

（資料11）18歳以降の措置延長制度について ････････‥････････････････････ 238

（資料12）児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業 ･･‥････････ 239

（資料13）平成30年度国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所

研修日程（案）等 ････‥‥‥‥‥‥････････････････････････････ 241

（資料14）児童自立支援施設及び児童心理治療施設学校教育実施（導入）状況･ 242

【虐待防止対策推進室関係】
１．児童虐待防止対策の推進等について

（１）平成29年児童福祉法等の改正の施行について（平成30年４月施行） ･･･ 245

（２）平成30年度予算案における児童虐待防止対策関係事業について ･････････245

（３）児童相談所・一時保護所の体制整備等について ･･･････････････････････247

（４）市町村の体制整備について ････････････････････････････････････････ 252

（５）検討会等における取組について ････････････････････････････････････ 255

（６）その他の児童虐待防止対策の取組について ･･････････････････････････ 258

＜虐待防止対策推進室・関連資料＞
（資料１）児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律

（平成29年法律第69号）の概要 ･･･････‥･･･････････････････････ 261

（資料２）児童相談所強化プラン（概要） ････････‥･････････････‥･･･････ 270

（資料３）平成30年度の地方交付税措置（予定）について ･････････‥･･･････ 271

（資料４）児童相談所における保健師配置の事例について ･････････‥･･･････ 272

（資料５）児童相談所業務の民間団体への委託の事例について ･･････････････ 274

（資料６）一時保護ガイドライン ･･･････‥････････‥･････････････････････ 276

（資料７）平成30年度児童相談所児童福祉司ＳＶ義務研修実施要項等 ････････ 317
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（資料８）中核市・特別区等における児童相談所設置に必要な支援の実施 ････ 325

（資料９）市町子ども家庭支援体制整備に向けた山口県の取り組み ･･････････ 326

（資料10）市区町村子ども家庭総合支援拠点について ････････‥････････････ 330

（資料11）要保護児童対策地域協議会の設置状況について ･･････････････････ 334

（資料12）地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について ･･ 335

（資料13）平成29年度「居住実態が把握できない児童」に関する調査の

実施について ････････‥･････････‥･･････････････････････････ 342

（資料14）児童虐待防止推進月間における取組について（平成29年度） ･･････ 344

（資料15）平成30年度「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」の

開催について ････････‥･････････‥･･････････････････････････ 346

（資料16）刑法の一部を改正する法律の概要 ･･‥･･････････････････････････ 347

（資料17）児童相談所全国共通ダイヤル「189」の運用改善について ･････････ 348

【母子家庭等自立支援室関係】
１．ひとり親家庭等への自立支援について

（１）平成30年度予算案におけるひとり親家庭等自立支援施策について ･････ 349

（２）児童扶養手当について ････････････････････････････････････････････ 349

（３）母子父子寡婦福祉資金貸付金について ･･････････････････････････････ 352

（４）相談・支援体制について ･･････････････････････････････････････････ 354

（５）就業支援について ････････････････････････････････････････････････ 356

（６）子育て・生活支援について ････････････････････････････････････････ 363

（７）養育費確保等について ････････････････････････････････････････････ 365

（８）未婚のひとり親に対する寡婦（夫）控除のみなし適用について･････････ 367

２．配偶者からの暴力（ＤＶ）対策等の婦人保護事業について

（１）平成30年度予算案における対応について ････････････････････････････ 367

（２）いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関する

対応について･････････････････････････････････････････････････････ 370

（３）婦人相談所ガイドライン、婦人相談員相談・支援指針について･････････ 371

（４）婦人保護施設の活用について ･･････････････････････････････････････ 371

（５）婦人保護長期入所施設「かにた婦人の村」について ･･････････････････ 371

＜母子家庭等自立支援室：関連資料＞
（資料１）平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要 ･･････････････････ 373

（資料２）ひとり親家庭等自立支援関係の平成30年度予算案 ････････････････ 374

（資料３）児童扶養手当制度の概要 ･････････････････････････････････････ 375

（資料４）児童扶養手当制度の改善事項 ･････････････････････････････････ 376

（資料５）生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の

一部を改正する法律案の概要 ･････････････････････････････････ 377

（資料６）児童扶養手当の支払回数の見直しについて ･････････････････････ 378

（資料７）児童扶養手当の全部支給所得制限限度額の引上げについて ･･･････ 380
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（資料８）母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金等の円滑な貸付の実施

について ･･･････････････････････････････････････････････････ 382

（資料９）平成28年度母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還率について ･･･････ 383

（資料10）母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還に係る取組状況について ･････ 386

（資料11）母子・父子自立支援員の設置状況 ･････････････････････････････ 392

（資料12）ひとり親家庭に対する養育費相談等の実施について ･･････････････ 394

（資料13）ひとり親家庭への就業に向けた自治体等の取組事例 ･････････････ 397

（資料14）平成29年度「はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰」 ･･･････ 402

（資料15）ひとり親家庭の子育て・生活支援関係の主な事業 ･･･････････････ 404

（資料16）地方自治体における弁護士による養育費相談等の取組への協力

について ･･･････････････････････････････････････････････････ 405

（資料17）未婚のひとり親に対する寡婦（夫）控除のみなし適用について･････ 408

（資料18）母子家庭の母等の自立支援関係事業の実施状況等（平成28年度実績）

･･･････････ 409

（資料19）平成30年度婦人保護事業関係予算案の概要 ･････････････････････ 428

（資料20）若年被害女性等支援モデル事業の創設 ･････････････････････････ 430

（資料21）婦人保護長期入所施設の運営について（平成24年３月30日雇児0330第９号

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知） ･････････････････････ 431

（資料22）平成29年度ＤＶ対策関連事業 都道府県別実施状況 ･･････････････ 434

【内閣府政策統括官（共生社会政策担当）子どもの貧困対策担当関係】
１．子供の貧困対策について

（１）地域子供の未来応援交付金について ･･･････････････････････････････ 435

（２）子供の未来応援国民運動について ･････････････････････････････････ 435

＜内閣府政策統括官（共生社会政策担当）子どもの貧困対策：関連資料＞
（資料）子供の貧困対策について ････････････････････････････････････････ 437

【子育て支援課・健全育成推進室・施設調整等業務室関係】
１．放課後児童対策について

（１）放課後子ども総合プランの推進について ･･･････････････････････････ 447

（２）社会保障審議会児童部会放課後児童対策に関する専門委員会について ･･ 450

（３）平成29年の地方からの提案等に対する対応方針について ･････････････ 451

（４）放課後児童クラブの設備運営基準関係について････････････････････････ 452

（５）放課後児童クラブにおける安全確保について･････････････････････････ 456

２．利用者支援事業について

（１）利用者支援事業の推進について･･･････････････････････････････‥････ 458

（２）加算事業について ･････････････････････････････････････････‥‥‥･ 461

（３）整備費について ････････････････‥････････････････････････････‥‥ 463
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（４）多機能型支援の取組について ･･･････････････････････････････‥‥‥･ 464

３．地域子育て支援拠点事業について

（１）地域子育て支援拠点事業の実施について ･･･････････････････････････ 466

（２）整備費について･･･････････････････････････････････････････････････ 469

（３）指導者養成等研修（地域の子育て支援機能等強化事業）の実施について･ 470

（４）地域子育て支援拠点事業所職員等研修事業の創設について ･･････‥‥ 471

（５）多機能型支援の取組について ‥･･･････････････････････････････････ 471

（６）地域子育て支援拠点と関係機関との連携について ･‥‥‥････････････ 472

（７）地域子育て支援拠点事業の経営状況等調査について ･････････････････ 474

（８）会計検査院の実地検査における指摘事項について ･･･････････････････ 475

（９）平成29年の地方からの提案等に関する対応方針について ･････････････ 476

４．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）について

（１）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施につ

いて ････････････････････････････････････････････････････････････ 478

（２）援助を行う会員の人材育成及びアドバイザーの資質向上について ･･････ 478

（３）事故報告等に関する児童福祉法施行規則の一部改正について ･････････ 479

（４）平成29年の地方からの提案等に関する対応方針について････････････････ 480

５．児童厚生施設について

（１）児童館・児童センターの運営について ･････････････････････････････ 482

（２）児童館ガイドラインの見直し等について･･････････････････････････････ 483

（３）子ども・子育て支援新制度における児童館の活用について ････････････ 484

（４）児童館等に従事する者の人材育成について ･･････････‥‥‥･･‥‥‥･ 485

（５）民営児童館に対する財政支援措置について ････････････････････････ 486

６．児童委員について

（１）児童委員・主任児童委員の円滑な活動について ･･････････････････････ 487

（２）関係機関との連携について ･･････････････････････‥‥･････････････ 487

７．母親クラブ等の地域組織活動等について ･‥‥‥････････････････‥･･･････ 489

８．児童福祉週間について

（１）趣旨について ････････････････････････････････‥‥‥‥‥･‥‥････ 490

（２）児童福祉週間の標語について ･････････････････････････････････‥･･･ 490

９．児童福祉文化財について

（１）推薦について ････････････････････････････････‥‥‥･･‥‥･‥‥･･･ 491

（２）広報・啓発について ･･･････････････････････････････････････････‥ 491

（３）文化芸術推進基本計画（第１期）の策定等について ･･･････････････････ 491
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１０．子ども・子育て支援のための研修・調査研究の推進について

（１）子ども・子育て支援を担う人材に対する研修の充実について････････････ 493

（２）子ども・子育て支援推進調査研究について ･･････････････････････････ 494

１１．児童福祉施設等の整備及び運営等について

（１）児童福祉施設等の整備について ････････････････････････････････････ 495

（２）児童福祉施設等の防災対策等について ･･････････････････････････････ 499

（３）児童福祉施設等の運営について ････････････････････････････････････ 502

１２．東日本大震災により被災した子どもへの支援について ･･････････････････ 507

＜子育て支援課・健全育成推進室・施設調整等業務室：関連資料＞
（資料１）平成３０年度予算案の概要 ････････････････････････････････････ 509

（資料２）放課後児童クラブの概要 ･････････････････････････････････････ 527

（資料３）平成29年放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況

（５月１日現在） ･････････････････････････････････････････････ 539

（資料４）「放課後子ども総合プラン」の推進 ････････････････････････････ 547

（資料５）平成29年度放課後児童支援員等の処遇改善事業の実施状況 ････････ 571

（資料６）平成29年の地方からの提案等に関する対応方針 ･･････････････････ 575

（資料７）放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修ガイドラインの概要･ 578

（資料８）利用者支援事業の概要 ････････････････････････････････････････ 588

（資料９）利用者支援事業の実施状況 ････････････････････････････････････ 594

（資料10）利用者支援事業における加算事業の交付金対象経費について ･･････ 591

（資料11）利用者支援事業の改修等における補助制度の概要 ････････････････ 592

（資料12）利用者支援事業（基本型）の先進事例について ･･･････････････････ 593

（資料13）地域子育て支援拠点事業について ･･･････････････････････････････ 597

（資料14）地域子育て支援拠点事業の実施状況･･････････････････････････････ 601

（資料15）地域子育て支援拠点事業の概要･････････････････････････････････ 607

（資料16）出張ひろばの実施要件に関する解釈の変更について ･･････････････ 608

（資料17）地域子育て支援拠点事業の改修等における補助制度の概要 ･････････609

（資料18）地域子育て支援拠点従事職員に関する研修の考え方 ･･････････････ 610

（資料19）地域子育て支援拠点事業における多機能型支援の先進事例 ････････ 611

（資料20）地域少子化対策重点推進交付金･･････････････････････････････････ 616

（資料21）ペアレントプログラムの導入促進について ･･････････････････････ 617

（資料22）児童館等における遊びのプログラム等の全国的な普及を図るための実践マ

ニュアル（仮称）の作成 ･･････････････････････････････････････ 620

（資料23）子どもの生活・学習支援事業（居場所づくり）････････････････････ 621

（資料24）ひとり親家庭の子どもを対象とした学習支援事業「なんでもチャレンジ」

八王子市の児童館の取組紹介 ･････････････････････････････････ 622

（資料25）児童福祉週間の概要････････････････････････････････････････････ 623

（資料26）社会保障審議会推薦児童福祉文化財の概要 ･･････････････････････ 624

（資料８）中核市・特別区等における児童相談所設置に必要な支援の実施 ････ 325

（資料９）市町子ども家庭支援体制整備に向けた山口県の取り組み ･･････････ 326

（資料10）市区町村子ども家庭総合支援拠点について ････････‥････････････ 330

（資料11）要保護児童対策地域協議会の設置状況について ･･････････････････ 334

（資料12）地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について ･･ 335

（資料13）平成29年度「居住実態が把握できない児童」に関する調査の

実施について ････････‥･････････‥･･････････････････････････ 342

（資料14）児童虐待防止推進月間における取組について（平成29年度） ･･････ 344

（資料15）平成30年度「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」の

開催について ････････‥･････････‥･･････････････････････････ 346

（資料16）刑法の一部を改正する法律の概要 ･･‥･･････････････････････････ 347

（資料17）児童相談所全国共通ダイヤル「189」の運用改善について ･････････ 348

【母子家庭等自立支援室関係】
１．ひとり親家庭等への自立支援について

（１）平成30年度予算案におけるひとり親家庭等自立支援施策について ･････ 349

（２）児童扶養手当について ････････････････････････････････････････････ 349

（３）母子父子寡婦福祉資金貸付金について ･･････････････････････････････ 352

（４）相談・支援体制について ･･････････････････････････････････････････ 354

（５）就業支援について ････････････････････････････････････････････････ 356

（６）子育て・生活支援について ････････････････････････････････････････ 363

（７）養育費確保等について ････････････････････････････････････････････ 365

（８）未婚のひとり親に対する寡婦（夫）控除のみなし適用について･････････ 367

２．配偶者からの暴力（ＤＶ）対策等の婦人保護事業について

（１）平成30年度予算案における対応について ････････････････････････････ 367

（２）いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関する

対応について･････････････････････････････････････････････････････ 370

（３）婦人相談所ガイドライン、婦人相談員相談・支援指針について･････････ 371

（４）婦人保護施設の活用について ･･････････････････････････････････････ 371

（５）婦人保護長期入所施設「かにた婦人の村」について ･･････････････････ 371

＜母子家庭等自立支援室：関連資料＞
（資料１）平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要 ･･････････････････ 373

（資料２）ひとり親家庭等自立支援関係の平成30年度予算案 ････････････････ 374

（資料３）児童扶養手当制度の概要 ･････････････････････････････････････ 375

（資料４）児童扶養手当制度の改善事項 ･････････････････････････････････ 376

（資料５）生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の

一部を改正する法律案の概要 ･････････････････････････････････ 377

（資料６）児童扶養手当の支払回数の見直しについて ･････････････････････ 378

（資料７）児童扶養手当の全部支給所得制限限度額の引上げについて ･･･････ 380

（４）多機能型支援の取組について ･･･････････････････････････････‥‥‥･ 464

３．地域子育て支援拠点事業について

（１）地域子育て支援拠点事業の実施について ･･･････････････････････････ 466

（２）整備費について･･･････････････････････････････････････････････････ 469

（３）指導者養成等研修（地域の子育て支援機能等強化事業）の実施について･ 470

（４）地域子育て支援拠点事業所職員等研修事業の創設について ･･････‥‥ 471

（５）多機能型支援の取組について ‥･･･････････････････････････････････ 471

（６）地域子育て支援拠点と関係機関との連携について ･‥‥‥････････････ 472

（７）地域子育て支援拠点事業の経営状況等調査について ･････････････････ 474

（８）会計検査院の実地検査における指摘事項について ･･･････････････････ 475

（９）平成29年の地方からの提案等に関する対応方針について ･････････････ 476

４．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）について

（１）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施につ
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（２）援助を行う会員の人材育成及びアドバイザーの資質向上について ･･････ 478

（３）事故報告等に関する児童福祉法施行規則の一部改正について ･････････ 479

（４）平成29年の地方からの提案等に関する対応方針について････････････････ 480

５．児童厚生施設について
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（２）児童館ガイドラインの見直し等について･･････････････････････････････ 483
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（６）地域子育て支援拠点と関係機関との連携について ･‥‥‥････････････ 472

（７）地域子育て支援拠点事業の経営状況等調査について ･････････････････ 474

（８）会計検査院の実地検査における指摘事項について ･･･････････････････ 475

（９）平成29年の地方からの提案等に関する対応方針について ･････････････ 476

４．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）について

（１）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施につ

いて ････････････････････････････････････････････････････････････ 478

（２）援助を行う会員の人材育成及びアドバイザーの資質向上について ･･････ 478
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（４）平成29年の地方からの提案等に関する対応方針について････････････････ 480

５．児童厚生施設について
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（２）児童館ガイドラインの見直し等について･･････････････････････････････ 483

（３）子ども・子育て支援新制度における児童館の活用について ････････････ 484

（４）児童館等に従事する者の人材育成について ･･････････‥‥‥･･‥‥‥･ 485

（５）民営児童館に対する財政支援措置について ････････････････････････ 486

６．児童委員について

（１）児童委員・主任児童委員の円滑な活動について ･･････････････････････ 487
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７．母親クラブ等の地域組織活動等について ･‥‥‥････････････････‥･･･････ 489

８．児童福祉週間について

（１）趣旨について ････････････････････････････････‥‥‥‥‥･‥‥････ 490

（２）児童福祉週間の標語について ･････････････････････････････････‥･･･ 490

９．児童福祉文化財について

（１）推薦について ････････････････････････････････‥‥‥･･‥‥･‥‥･･･ 491
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（資料27）子ども・子育て支援対策推進事業費補助金について ･･････････････ 625

（資料28）被災者健康・生活支援総合交付金 ･･････････････････････････････ 627

【文部科学省生涯学習政策局社会教育課関係】
１．放課後子ども総合プランに関する文部科学省の取組について ･‥･･････････ 629

【文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課関係】
１．廃校活用の促進について ･････‥‥‥‥‥････････‥‥‥‥‥････････････ 635

【林野庁木材産業課関係】
１．児童福祉施設等における木材の利用促進及びＣＬＴの活用について････････ 647

【母子保健課関係】
１．「健やか親子２１（第２次）」の推進について

（１）「健やか親子２１（第２次）」について ･････････････････････････････ 659

（２）「健やか親子２１（第２次）」中間評価について ･･･････････････････････ 659

（３）「健やか親子２１」全国大会について ･･････････････････････････････ 660

（４）「健康寿命をのばそう！アワード（母子保健分野）」について ･････････ 661

（５）マタニティマークについて ･･･････････････････････････････････････ 661

２．妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

（１）不妊治療への助成等について ･････････････････････････････････････ 661

（２）子育て世代包括支援センターの全国展開について ･･･････････････････ 662

（３）妊娠・出産包括支援事業について ･････････････････････････････････ 663

（４）産婦健康診査事業について ･･･････････････････････････････････････ 663

（５）生涯を通じた女性の健康支援事業について ･･････････････････････････ 663

（６）新生児聴覚検査体制整備事業等について ････････････････････････････ 664

３．妊婦健康診査について

（１）妊婦健康診査の公費負担の状況調査について ･･･････････････････････ 664

（２）妊婦健康診査の受診勧奨について ･････････････････････････････････ 664

４．乳幼児健康診査について

（１）乳幼児健康診査の実施について ･･･････････････････････････････････ 665

（２）乳幼児健康診査の未受診者の受診勧奨について ･････････････････････ 665

（３）乳幼児健康診査における発達障害の早期発見について ･･･････････････ 666

５．子どもの心の診療ネットワーク事業について ･･･････････････････････････ 666

６．未熟児養育医療費等について ･･････････････････････････････････････････ 666
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７．食育の推進について ･････････････････････････････････････････････････ 667

８．母子保健分野におけるデータヘルスについて ････････････････････････････ 668

９．子育てワンストップサービス（母子保健関係）の導入について ･･･････････ 668

10．出生前遺伝学的検査について ･････････････････････････････････････････ 669

＜母子保健課：関連資料＞

（資料１）健やか親子２１（第２次）について ･･･････････････････････････ 671

（資料２）健やか親子２１（第２次）の指標について ･･････････････････････ 675

（資料３）健やか親子２１全国大会について ･････････････････････････････ 685

（資料４）「健康寿命をのばそう！アワード（母子保健分野）」について ･････ 686

（資料５）不妊に悩む方への特定治療支援事業について ････････････････････ 687

（資料６）不妊専門相談センター事業について ･･･････････････････････････ 688

（資料７）子育て世代包括支援センターの全国展開 ･･･････････････････････ 689

（資料８）妊娠・出産包括支援事業の拡充について ･･･････････････････････ 692

（資料９）産前・産後サポート事業について ･････････････････････････････ 693

（資料10）産後ケア事業について ･･･････････････････････････････････････ 694

（資料11）産婦健康診査事業について ･･･････････････････････････････････ 695

（資料12）新生児聴覚検査の体制整備事業について ･･･････････････････････ 696

（資料13）母子保健医療対策総合支援事業の実施状況 ･････････････････････ 697

（資料14）都道府県別の主な母子保健指標等 ･････････････････････････････ 699

（資料15）妊婦健康診査の公費負担の状況について ････････････････････････ 700

（資料16）平成28年度未熟児養育医療給付の実施状況 ‥‥･････････････････ 702

（資料17）データヘルス改革推進本部の体制 ･･････････････････････････････ 703

（資料18）「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」の指針等について ･･ 705

【職業生活両立課関係】

１．仕事と家庭の両立支援対策について

（１）仕事と家庭の両立支援の推進について ･････････････････････････････ 717

（２）改正育児・介護休業法（平成29年10月１日施行）について ･･･････････ 717

（３）リーフレット「イクメンのススメ」について ･･･････････････････････ 717

＜職業生活両立課：関連資料＞
（資料１）仕事と生活の両立支援対策の概要 ･････････････････････････････ 719

（資料２）育児・介護休業法の改正概要(H29) ･････････････････････････････ 720

（資料３）育児・介護休業法の改正概要(H28) ･････････････････････････････ 721
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（資料４）リーフレット「イクメンのススメ」 ･･････････････････････････････723

【障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室関係】

１．障害児支援の推進について ･･･････････････････････････････････････････ 725

２．発達障害児支援施策の推進について ･･･････････････････････････････････ 742

【参考資料】

１．平成30年度子ども家庭局予算案の概要 ･･････････････････････････････････ 753

２．平成30年度児童福祉関係主要行事等予定表 ･････････････････････････････ 766

３．施策照会先一覧 ･････････････････････････････････････････････････････ 768
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