
 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 こども青少年局 予算概要について 
 

令和２年度 こども青少年局予算概要は、次のとおりです。 

 

こども青少年局主要事業 
 

令和２年度は、「第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画」（※） の初年度となります。 

新たに定める目標・方向性の実現に向け、切れ目のない総合的な事業・施策を着実に実施する

とともに、専門性を有した人材を安定的に確保し、各事業の質の向上を図ることにも重点を置い

た予算案となっています。 

※令和２年第１回市会定例会における議決を経て策定します。 

 

 

《横浜市子ども・子育て支援事業計画》 

施策分野１ 子ども・青少年が様々な力を育み、健やかに育つ環境をつくる 

基本施策① 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援【P11～P17】 

基本施策② 学齢期から青年期までの子ども・青少年の育成施策の推進【P18、19】 

基本施策③ 若者の自立支援策の充実【P20】 

基本施策④ 障害児への支援の充実【P21、22】 

 

施策分野２ 誰もが安心して出産・子育てができる環境をつくる 

基本施策⑤ 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実【P23、24】 

基本施策⑥ 地域における子育て支援の充実【P25、26】 

基本施策⑦ ひとり親家庭の自立支援／配偶者等からの暴力（DV）への対応と未然防止 

【P27、28】 

施策分野３ 社会全体で子ども・青少年を育てる環境をつくる 

基本施策⑧ 児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実【P29～31】 

基本施策⑨ ワーク・ライフ・バランスと子ども・青少年を大切にする地域づくりの推進【P32】 

 

 

 

お問合せ先 

こども青少年局総務課長     福嶋 誠也  Tel 045-671-4263 

令 和 ２ 年 ２ 月 ４ 日 
こども青少年局総務課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



こども青少年局 お問合せ先一覧 

頁 事業名 担当 電話番号 

1 令和２年度こども青少年局予算案について 総務課長  福嶋 誠也 671-4263 

4 令和２年度こども青少年局予算案総括表 総務課長  福嶋 誠也 671-4263 

5 保育・教育の基盤づくり 子育て支援課長  田口 香苗 671-2701 

7 児童虐待対策の推進 児童虐待・ＤＶ対策担当課長  秋野 奈緒子 671-4208 

9 子どもの貧困対策 企画調整課長  谷口 千尋 671-4280 

11 １ 新制度における保育・教育の実施等 【１～３・５・11】 

幼児教育・保育無償化担当課長   古石  正史 

【４】           保育対策課長  片山  久也 

【６】        保育対策課担当課長  齋藤 亜希 

【７】               保育運営担当課長  吉田 勇一 

【８】             保育・教育運営課長  小田 繁治 

【９】            保育・教育人材課長  甘粕  亜矢 

【10・12・13(1)】   運営指導等担当課長  柿沼 千尋 

【13(2)】                     監査課長    及川  修 

 

671-3721 

671-3955 

671-4221 

671-2407 

671-2365 

671-2706 

671-2386 

671-4191 

13 ２ 多様な保育ニーズへの対応 【１(1)・３～５】    運営指導等担当課長  柿沼 千尋 

【１(2)(3)・２】         子育て支援課長  田口 香苗 

671-2386 

671-2701 

14 ３ 保育所等整備事業 こども施設整備課長  白井 正和 671-2376 

15 ４ 保育・教育の質向上・保育士等確保策 【１(1)～(3)・２】  保育・教育人材課長   甘粕  亜矢 

【３】      幼・保・小連携担当課長   堂腰 康博 

【１(4)】  幼児教育・保育無償化担当課長   古石  正史 

【４】              保育・教育運営課長  小田 繁治 

【５】           保育対策課担当課長  佐藤 やよい 

671-2706 

671-3708 

671-3721 

671-2365 

671-4468 

17 ５ 幼児教育の支援 【１～８】               子育て支援課長  田口 香苗 

【９】              保育・教育人材課長   甘粕  亜矢 

671-2701 

671-2706 

18 ６ 放課後の居場所づくり 【１・３・５】   放課後児童育成課長 松原 実千代 

【２・４】放課後児童育成課整備担当課長  浦崎 真仁 

671-4151 

671-3276 

19 ７ すべての子ども・若者の健全育成の推進 青少年育成課長  金子  利恵 671-2297 

20 ８ 困難を抱える子ども・若者の自立支援の充実 【１・２】       青少年相談センター所長  高田 裕子 

【３～５】        青少年育成課長  金子  利恵 

260-6613 

671-2297 

21 ９ 地域療育センター関係事業 障害児福祉保健課長  内田 太郎 671-4277 

22 10 在宅障害児及び施設利用児童への支援等 【１～４・６】   障害児福祉保健課長  内田 太郎 

【５】         こども家庭課長  武居 秀顕 

671-4277 

671-2364 

23 11 妊娠から乳幼児期までの切れ目のない支援の充実 親子保健担当課長  丹野 久美 671-4286 

25 12 地域における子育て支援の充実 子育て支援課長  田口 香苗 671-2701 

27 13 ひとり親家庭等の自立支援 こども家庭課長  武居 秀顕 671-2364 

28 14 ＤＶ対策事業 児童虐待・ＤＶ対策担当課長 秋野 奈緒子 671-4208 

28 15 児童扶養手当等 こども家庭課長  武居 秀顕 671-2364 

29 16 区と児童相談所における児童虐待への対応の

強化 

【１(1)～(4)】   中央児童相談所副所長   上原 嘉明 

【１(5)・３】       児童施設担当課長   安藤  敦久 

【２】     児童虐待・ＤＶ対策担当課長   秋野 奈緒子 

260-6516 

671-2359 

671-4208 

31 17 社会的養護の充実 児童施設担当課長   安藤  敦久 671-2359 

32 18 ワーク・ライフ・バランスの推進 企画調整課長  谷口 千尋 671-4280 

32 19 計画の推進 企画調整課長  谷口 千尋 671-4280 

33 20 児童手当 こども家庭課長  武居 秀顕 671-2364 

33 21 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

（母子父子寡婦福祉資金会計） 

こども家庭課長  武居 秀顕 671-2364 

 


