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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0021 児童福祉総務費（こども政策課） (簡略番号：002573) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 450

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 450

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 02 幼児教育・保育の質の向上を目指します

＜事業の目的＞
 こども政策全般における事務の円滑な遂行を図る。

＜事業の概要＞
 事務処理に必要な費用等を支出する。

＜令和２年度実施内容＞

05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金

 こども未来部事務用複写機借上料及び使用料
  借上料  6,600円
  使用料 443,400円

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 450 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 450

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

03款 02項 01目 002100000事業 児童福祉総務費（こども政策課）
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0022 幼保施設整備補助費（保育） (簡略番号：002460) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 80,159

財
源
内
訳

国庫支出金 25,441
県支出金

＜令和２年度実施内容＞
 ○保育所等整備に関する助成事業の実施
  ・保育園敷地借地料補助金  7,450千円
   （対象園：10園）
   菊川254千円、愛育159千円、横地737千円、西方465千円、河城762千円、
   双葉1,232千円、ひかり420千円、ひがし1,591千円、みなみ1,628千円、
   なかうちだのぞみ202千円
 
  ・園舎建設借入償還補助金（保育分） 23,100千円
   （対象園：５園）
   みなみこども園 （利息補助、H30～R20）  455,200円
   菊川中央こども園（利息補助、H29～R14）  177,000円
   ひがしこども園 （元利補助、H18～R6）  3,384,500円
   愛育保育園   （元金補助、H23～R11） 8,856,000円
   双葉こども園  （元金補助、H26～R16）10,227,000円
 
  ・認定こども園施設整備補助金（保育分） 49,609千円
   認定こども園西方保育園園舎増改築・改築工事補助金
   工事期間：Ｒ2年度～Ｒ3年度
   全体総事業費 564,888千円
   補助金額（保育分） 248,048千円  内、Ｒ2年度（20％）分 49,609千円

地方債 22,900
その他 24,349

一般財源 7,469

05 災害補償費 20 貸付金

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます

＜事業の目的＞
 子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営安定化を図ること
 により、入所児童の保育環境の向上及び保護者の就労と育児の両立支援を図る。

＜事業の概要＞
 保育園借地料、園舎整備借入金及び園舎の新築・増改築等に対する助成を行う。

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 80,159
04 共済費 19 扶助費

償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 80,159

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020204001 保育所等整備交付金 25,441
寄附金 19010201001 「子どもがいきいき育つまち」寄附金 20,000

財産収入 18010101002 土地建物賃貸料【こども政策課】 105
財産収入 18010101008 社会福祉施設敷地賃貸料【こども政策課】 4,183
諸収入 22050202016 社会福祉振興会戻入金 61
地方債 23010501002 合併特例債【こども政策課】 22,900

03款 02項 01目 002200000事業 幼保施設整備補助費（保育）
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0023 保育事業費（保育支援） (簡略番号：010887) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 99,404

財
源
内
訳

国庫支出金 901
県支出金 43,478
地方債
その他

一般財源 55,025

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます

＜事業の目的＞
 保護者の就労と育児の両立を総合的に推進するため、保育サービスを実施する認可保育所
 等を支援する。

＜事業の概要＞
 保育サービスに関する事務を円滑に行うと伴に、保育サービスを実施する認可保育所等に
 対し補助金を交付する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○保育サービスに関する助成事業の実施
  ・多様な保育推進事業費補助金 66,631千円
   （補助率：県1/2、市1/2）
    １歳児、２歳児を保育する乳幼児保育事業と外国人を保育する外国人児童保育事業
   を実施する民間保育所等に対して補助するもの
    ①乳幼児保育事業    １歳児  21,000円×2,091人
                ２歳児   8,000円×2,525人
    ②外国人児童保育事業  6～9人  20,000円×12月×３園
                10人以上 50,000円×12月×３園
 
  ・障害児保育事業補助金 5,271千円
   （市単独補助事業）

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 16 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 247 25 寄附金

    障害児を保育する民間保育所等に対し、児童数と加配保育士数により補助するもの
     加配保育士配置園 73,200円×12か月×６園
 
  ・保育対策等促進事業費補助金（延長保育事業）2,705千円
   （補助率：国1/3、県1/3、市1/3）
    11時間を越える保育を実施している民間保育所等に対して補助するもの
     ①１時間延長実施園 1,505,000×１園
     ②30分延長実施園   300,000×４園
 

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 900 18 負担金､補助及び交付金 96,807
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

11 役務費 359 26 公課費
12 委託料 314 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 761 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 99,404

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020204005 子ども・子育て支援事業交付金 901

都道府県支出金 17020206001 多様な保育推進事業費補助金 33,315
都道府県支出金 17020206004 保育対策等促進事業費補助金 901
都道府県支出金 17020206013 年度途中入所サポート事業費補助金 3,380
都道府県支出金 17020206018 子ども・子育て支援事業費補助金 1,382
都道府県支出金 17020206019 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業） 4,500

03款 02項 01目 002300000事業 保育事業費（保育支援）
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0023 保育事業費（保育支援） (簡略番号：010887) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源

 
  ・年度途中入所サポート事業補助金 10,140千円
   （補助率：県1/3、市1/3、園1/3）
    市内民間保育所等が年度途中の0歳から2歳児の受入れのために年度当初から保育士
   を配置するために要する経費を補助するもの
    ①0歳児入所サポート事業   195,000円×2/3×６月×９園
    ②1・2歳児入所サポート事業 195,000円×2/3×６月×４園
 
  ・保育対策総合支援事業費補助金（保育支援者事業）4,500千円
   （補助率：県3/4、園1/4）
    保育士資格の有さない保育支援者を雇用する費用の一部を補助する
    保育支援者配置園 100,000円×3/4×12月×５園
 
  ・特定教育・保育施設副食費補助金 7,560千円
   （市単独補助事業）
    国基準から外れた第３子以降の子どもの副食費を免除する費用を補助する。
    副食費平均単価 4,500円/月 4500円×12月×140人
 
 ○保育サービスに関する事務の円滑実施
  ・職員手当等（時間外勤務手当）
   幼児教育・保育の無償化事務に関する時間外勤務手当
  ・普通旅費
   保育所担当会議及び保育所整備協議等に参加するための出張旅費    
  ・需用費（消耗品費、印刷製本費）
   事務の円滑化に係る消耗品、決定通知等送付の窓空き封筒の作成
  ・役務費（通信運搬費、手数料）
   決定通知等の郵送料、保育所利用料口座振替手数料等
  ・委託費
   保育システム保守点検委託料 
  ・使用料及び貸借料
   住民情報システム機器等借上料、住民情報システムパッケージ使用料
    
    

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初

合　計

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

03款 02項 01目 002300000事業 保育事業費（保育支援）
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0024 保育事業費（家庭保育支援） (簡略番号：010875) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 6,044

財
源
内
訳

国庫支出金 660
県支出金 660
地方債
その他 1,980

一般財源 2,744

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
1,684 16 公有財産購入費

17 備品購入費
349 18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20

 児童福祉の増進を図り、子育て家庭を支援するため、傷病等社会的にやむを得ない理由又
 は社会的理由以外の理由により家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児
 童を保育する。

＜事業の概要＞
 リフレッシュ・一時保育事業として、保育園５園、認定こども園６園と委託契約を締結し
 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童の保育を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○リフレッシュ・一時保育事業の実施
  ・リフレッシュ・一時保育事業委託料 3,960千円
   一時預かり事業（補助率：国1/3、県1/3、市1/3）
   リフレッシュ・一時保育事業の実施を委託した園に支払う委託料
   ①利用時間4時間未満 2,200円×600件
   ②利用時間4時間以上 4,400円×600件
   対象園：菊川保育園、横地保育園、河城保育園、ひかり保育園、西方保育園、
       愛育保育園、ひがしこども園、みなみこども園、双葉こども園、
       牧之原保育園
  
  ・会計年度任用職員の雇用（報酬、職員手当等、旅費）
   （１名分）
   リフレッシュ・一時保育事業の利用調整等の業務及び家庭保育事業の窓口相談等に対
  応する会計年度任用職員を雇用する。

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 51 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 3,960 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 6,044

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020204005 子ども・子育て支援事業交付金 660

都道府県支出金 17020206015 一時預り事業費補助金 660
諸収入 22050202027 リフレッシュ・一時保育利用料 1,980

03款 02項 01目 002400000事業 保育事業費（家庭保育支援）
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0025 一部事務組合費（児童福祉費・牧之原学校組合） (簡略番号：002536) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 11,746

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 11,746

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます

＜事業の目的＞
 菊川市及び牧之原市で組織する牧之原市菊川市学校組合の事務の安定化を図ることによ
 り、入所児童の福祉の向上及び保護者の就労と育児の両立支援を図る。

＜事業の概要＞
 放課後児童健全育成事業及び牧之原保育園の運営に対して、分担金を負担する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・牧之原市菊川市学校組合民生費分担金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 11,746
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 11,746

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

03款 02項 01目 002500000事業 一部事務組合費（児童福祉費・牧之原学校組合)
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0027 放課後児童クラブ運営事業費 (簡略番号：002466) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 65,286

財
源
内
訳

国庫支出金 11,583
県支出金 11,583
地方債
その他 40,536

一般財源 1,584

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 01 教育・保育サービスの充実に取り組みます

＜事業の目的＞
 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健
 全育成及び子育て支援を推進する。

＜事業の概要＞
 市内小学校区ごとに設置された９クラブを年間252日運営する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○会計年度任用職員の雇用（報酬、職員手当、旅費）
  主任指導員１名、クラブ長９名、支援員等29名の雇用に要する費用。
 ○研修費（旅費）
  県が開催する研修会及び放課後児童支援員認定資格研修に参加するための旅費
 ○需用費
  ・９クラブの運営に必要な消耗品の購入及び修繕費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 1,141 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 2,918 25 寄附金
11 役務費 2,244 26 公課費
12 委託料 880

  ・加茂小クラブ、内田小クラブ、堀之内小クラブで必要な電気・水道・ガス代
 ○役務費
  ・主任指導員及び９クラブの電話代、クラブ利用料口座振替手数料
  ・浄化槽法定検査手数料（堀之内小・内田小（旧内田保育園））
  ・公有建物共済分担金（堀之内小・加茂小・河城小・内田小各クラブ）
  ・放課後児童クラブ利用児童の共済保険掛金
 ○委託料
  ・浄化槽保守点検料（堀之内小クラブ・内田小クラブ（旧内田保育園））
  ・警備業務代（堀之内小クラブ・加茂小クラブ・河城小クラブ）
  ・除草作業代（内田小クラブ（旧内田保育園））
 ○使用料及び賃借料
  ・土地借上料（内田小クラブ（旧内田保育園））
  ・AED借上料（加茂小クラブ・内田小クラブ）
 ○工事請負費
  ・小笠北小クラブトイレ改修工事の工事請負費
 ○備品購入費
  ・鍵付きキャビネット、掃除機等の備品購入

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 53,708 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 84
03 職員手当等 2,970 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

27 繰出金
13 使用料及び賃借料 189 予備費
14 工事請負費 1,152 賃金
15 原材料費 合　計 65,286

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020204005 子ども・子育て支援事業交付金 11,583

都道府県支出金 17020206006 放課後児童健全育成事業費等補助金 11,583
寄附金 19010201001 「子どもがいきいき育つまち」寄附金 10,000
諸収入 22050202013 放課後児童クラブ負担金 29,800
諸収入 22050202014 放課後児童クラブ共済金 1
諸収入 22050202047 放課後児童クラブ帽子代 82
諸収入 22050202815 賃貸物件光熱水費使用者負担金 653

03款 02項 01目 002700000事業 放課後児童クラブ運営事業費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0028 幼児施設連携強化費 (簡略番号：010908) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 150

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 150

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 02 幼児教育・保育の質の向上を目指します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 150
19 扶助費
20 貸付金

 乳幼児の保育・教育の振興と充実を図るため、市内の保育所等15園で構成される幼児施設
 連絡会の活動を支援する。

＜事業の概要＞
 幼児施設連絡会が実施する、乳幼児の保育・教育の振興と充実を目的とした事業活動に対
 して補助金を交付する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・幼保研修会活動費補助金（市単独補助事業）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 150

科目名称 本年度当初 前年度当初

03款 02項 01目 002800000事業 幼児施設連携強化費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0029 幼児言語教育指導費 (簡略番号：010912) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,536

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,536

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 02 幼児教育・保育の質の向上を目指します

＜事業の目的＞
 幼児期において、発音が気になる、話す時につまる等、会話に対する指導が必要な児童に
 対して、専門知識を有する職員が個々に応じた言語指導を行うことで、言語発達を促し、
 児童の健全な発達を支援する。

＜事業の概要＞
 堀之内小学校及び小笠北小学校内に「幼児ことばの教室」を開設し、児童の指導を行うと
 伴に、指導職員の資質向上のため専門研修へ参加を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・会計年度任用職員の雇用（報酬、職員手当等、旅費）
  幼児ことばの教室指導員の雇用（小笠北小１人、堀之内小１人）
 ・指導員の研修旅費
  静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会が主催する研修への参加

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 102 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

  

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 2,268 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 166 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 2,536

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

03款 02項 01目 002900000事業 幼児言語教育指導費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0030 地域子ども・子育て支援事業費 (簡略番号：010965) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 464

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1

一般財源 463

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 03 安心できる子育て環境を整備します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
60 16 公有財産購入費

17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 300
19 扶助費
20 貸付金

 子ども・子育て支援事業の推進や児童の健康増進と安心・安全を確保する。

＜事業の概要＞
 子ども・子育て会議の開催、小規模遊園整備事業費補助金等、地域の子ども・子育て支援
 事業

＜令和２年度実施内容＞
 子ども・子育て会議（年２回開催） 84千円
  委員10名、委員長（アドバイザー）1名
 旧内田保育園の設備点検（計２回） 80千円
  機器点検、総合点検
 小規模遊園整備事業費補助金（１件） 300千円
  遊具の設置・撤去

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 24 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 80 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 464

科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010202001 児童遊園用地使用料 1

03款 02項 01目 003000000事業 地域子ども・子育て支援事業費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0031 子育てアプリ事業費 (簡略番号：002521) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,425

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,425

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 04 子育て世代を応援します

＜事業の目的＞
 平成28年度に構築したスマートフォン向け子育てアプリを活用し、妊娠初期から就学前の
 子育て世帯を対象に子育て情報を提供し、子育て世代をサポートする。

＜事業の概要＞
 スマートフォン向け子育てアプリケーションシステムの保守管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 子育てアプリ事業のＰＲ 6千円
 子育てアプリ運用更新業務委託 1,419千円
  期間：Ｒ2.4.1～Ｒ3.3.31
  内容：システム・サーバ環境利用料、ドメイン維持費、アプリの機能・デザイン保守費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 6 25 寄附金
11 役務費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 1,419 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,425

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

03款 02項 01目 003100000事業 子育てアプリ事業費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0032 保育対策推進費 (簡略番号：011654) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 32

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 32

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 02 幼児教育・保育の質の向上を目指します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

 こども政策全般における課題の解決や重点的に行う事業を推進し、子どもの安心及び児童
 福祉の増進を図る。

＜事業の概要＞
 各種保育対策を推進するための費用

＜令和２年度実施内容＞
 保育対策推進費（保育士登録等のＰＲ）
 ・ＰＲ用品の購入

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

32

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 32

科目名称 本年度当初 前年度当初

03款 02項 01目 003200000事業 保育対策推進費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 02 児童措置費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0002 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） (簡略番号：002658) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,183,991

財
源
内
訳

国庫支出金 525,123
県支出金 262,561
地方債
その他 46,725

一般財源 349,582

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 02 幼児教育・保育の質の向上を目指します

＜事業の目的＞
 子ども･子育て支援制度において、支給認定を受けた小学校就学前の子どもが保育所、認
 定こども園(保育)を利用する際に施設型給付を給付することで、子ども･子育て支援の充
 実を図る。

＜事業の概要＞
 保育園や認定こども園（保育認定）等に対して、保育所運営費、保育認定認定施設型給付
 費、地域型保育給付費及び子育てのための施設等利用給付費を給付する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○委託料
  支給認定を受けた小学校就学前の子どもが保育所を利用する際に、一般生活費、児童用
 採暖費、人件費、管理費の範囲の経費に対し、委託費として内閣総理大臣が定める公定価
 格に入所児童数を乗じた額を保育所に支弁するもの

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

  
  ・保育所運営費委託料 451,936千円
   保育所名     延人数    委託費
   菊川保育園    1,356人   102,763,211円

     横地保育園    1,680人   132,839,080円
      河城保育園     876人    89,090,880円
      ひかり保育園   1,320人   116,755,560円

   市外私立保育園    96人    10,486,800円
      合計        5,328人    451,935,531円

  
  ・保育所運営費委託料（市外公立分）15,774千円
   保育所名     延人数    委託費
   牧之原保育園    276人    15,773,337円
 
 
 
 

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 716,281
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 467,710 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,183,991

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16010111001 子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付） 486,624
国庫支出金 16010111002 子どものための教育・保育給付費負担金（地域型給付） 24,727
国庫支出金 16010111003 子育てのための施設等利用給付交付金 13,771
国庫支出金 16010111006 子育てのための施設等利用給付交付金(過年度分) 1

都道府県支出金 17010111001 子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付） 243,312
都道府県支出金 17010111002 子どものための教育・保育給付費負担金（地域型給付） 12,363
都道府県支出金 17010111003 子育てのための施設等利用給付交付金 6,885
都道府県支出金 17010111006 子育てのための施設等利用給付交付金(過年度分) 1

負担金 14020101001 保育認定使用料 46,725

03款 02項 02目 000200000事業 子ども・子育て支援制度事業費（民生費）
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 02 児童措置費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0002 子ども・子育て支援制度事業費（民生費） (簡略番号：002658) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源

 ○負担金、補助及び交付金
  ① 支給認定を受けた小学校就学前の子どもが認定こども園等を利用する際に、一般生
   活費、児童用採暖費、人件費、管理費の範囲の経費に対し、内閣総理大臣が定める公
   定価格に入所児童数を乗じた額から市で定めた保育料を差し引いたものを法定代理受
   領として認定こども園等に給付するもの
 

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初

  ・保育認定施設型給付費 634,242千円
   保育所名     延人数   公定価格    利用者負担額
   西方保育園    1,284人  107,287,390円  10,560,000円
   堀之内幼稚園    252人   47,584,650円   3,168,000円

       愛育保育園    1,392人  127,081,720円  14,520,000円
   菊川中央こども園   816人   71,929,800円   8,184,000円
   双葉こども園   1,872人  148,677,720円  17,424,000円
   ひがしこども園  1,368人  104,625,540円  12,672,000円
   みなみこども園  1,056人   94,342,320円  10,824,000円
   市外園        96人   11,384,065円   1,320,000円
   合計       8,136人  712,913,205円  78,672,000円
  【給付費】公定価格 712,913,205円－利用者負担額 78,672,000円＝634,241,205円
 
  ・地域型保育給付費 54,495千円

    保育所名      延人数   公定価格    利用者負担額
   なかうちだのぞみ保育園 216人   38,358,360円   4,752,000円
   新設小規模事業     120人   23,528,640円   2,640,000円
   合計          336人   61,887,000円   7,392,000円
  【給付費】公定価格 61,887,000円－利用者負担額 7,392,000円＝54,495,000円
 
  ② 市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育を行う施設等の預かり保育事業、認可
   外保育施設及び新制度未移行幼稚園の施設等利用をする際に、子育てのための施設等
   利用給付費を保護者等に給付するもの
  
  ・子育てのための施設等利用給付費等 27,543千円
   事業名       延人数    給付費
   預かり保育事業   1,020人    4,590,000円
   認可外保育施設    612人   22,644,000円

     新制度未移行幼稚園   12人      308,400円

節

財源 科目コード

合　計

科目名称 本年度当初 前年度当初

03款 02項 02目 000200000事業 子ども・子育て支援制度事業費（民生費）
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 04 教育振興費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0001 幼保施設整備補助費（教育） (簡略番号：005520) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 6,822

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 3,322
地方債 2,900
その他

一般財源 600

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 03 安心できる子育て環境を整備します

＜事業の目的＞
 子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営安定化を図ること
 により、入所児童の教育環境の向上及び保護者の就労と育児の両立支援を図る。

＜事業の概要＞
 園舎整備借入金及び園舎の新築・増改築等に対する助成を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ○保育所等整備に関する助成事業の実施
  ・園舎建設借入償還補助金（幼稚園分）344千円
   （対象園：２園）
   みなみこども園 （利息補助、H30～R20）155,800円
   菊川中央こども園（利息補助、H29～R14）188,000円 
  

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

  ・認定こども園施設整備補助金（教育分） 6,478千円
   認定こども園西方保育園園舎増改築・改築工事補助金
   工事期間：Ｒ2年度～Ｒ3年度
   全体総事業費 564,888千円
   補助金額（教育分） 32,397千円  内、Ｒ2年度（20％）分 6,478千円

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 6,822
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 6,822

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020703001 保育所等整備事業費補助金 3,322

地方債 23010501002 合併特例債【こども政策課】 2,900

10款 01項 04目 000100000事業 幼保施設整備補助費（教育）

15



款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 04 教育振興費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0002 子ども・子育て支援制度事業費（教育費） (簡略番号：005513) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 240,968

財
源
内
訳

国庫支出金 88,400
県支出金 76,282
地方債
その他

一般財源 76,286

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 02 幼児教育・保育の質の向上を目指します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 239,968
19 扶助費
20 貸付金

 子ども･子育て支援制度において、支給認定を受けた小学校就学前の子どもが幼稚園、認
 定こども園（教育）を利用する際に施設型給付等を給付することで、子ども･子育て支援
 の充実を図る。

＜事業の概要＞
 幼稚園や認定こども園（教育認定）に対して教育標準時間認定施設型給付費及び幼稚園型
 一時預かり事業委託料を給付する。

＜令和２年度実施内容＞
 ○負担金、補助金及び交付金
  支給認定を受けた小学校就学前の子どもが幼稚園や認定こども園を利用する際に、一般
 生活費、児童用採暖費、人件費、管理費の範囲の経費に対し、内閣総理大臣が定める公定
 価格に入所児童数を乗じ、法定代理受領として認定こども園等に給付するもの
 
  ・教育標準時間認定施設型給付費 239,968千円

      保育所名     延人数給付費
   西方保育園     132人  21,618,380円
   堀之内幼稚園   1,923人  78,593,125円
   愛育保育園     96人  17,595,620円
   菊川中央こども園 1,068人  64,037,269円
   双葉こども園    48人  13,065,640円
   ひがしこども園   360人  27,912,360円
   みなみこども園   204人  13,917,040円
   市外園       48人   3,227,800円

    合計       3,879人  239,967,234円
  
 ○委託料
  在園児の通常時及び長期休み中の幼稚園型一時預かり事業の実施委託料
  対象園１園
  単価400円×延べ人数2,500人

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 1,000 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 240,968

科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16010301001 子どものための教育・保育給付費負担金 88,067
国庫支出金 16020506001 子ども・子育て支援事業交付金 333

都道府県支出金 17010301001 子どものための教育・保育給付費負担金 75,949
都道府県支出金 17020702001 幼稚園型一時預かり事業費補助金 333

10款 01項 04目 000200000事業 子ども・子育て支援制度事業費（教育費）
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款 10 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 教育総務費 04 教育振興費 所属 0101060100-0000 こども政策課

事　　業

0003 教育研究推進費（こども政策課） (簡略番号：005524) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 115

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 115

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 02 幼児教育・保育の質の向上を目指します

＜事業の目的＞
 公立園において、子どもの理解を深め、活動の場面に応じた適切な指導力と総合的に指導
 する実践力を養い、職員の資質向上を図る。また、幼児期において優れた芸術表現に触れ
 ることで、幼児期の表現力、創造力、コミュニケーション能力等の向上を図る。

＜事業の概要＞
 職員の資質向上を図るため、外部講師を招き指導要領に基づく研修会を開催する。
 公立園の４・５歳児を対象に演劇鑑賞会を開催する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・公立園職員研修会講師謝礼 35千円×１回
 ・公立園合同観劇会公演謝礼 80千円×１回

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 115 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 115

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 01項 04目 000300000事業 教育研究推進費（こども政策課）
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款 10 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 幼稚園費 01 幼稚園費 所属 0101060101-0000 こども政策課（おおぞら）

事　　業

0003 市単独幼稚園施設整備事業費 (簡略番号：006480) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,960

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 3,960

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 03 安心できる子育て環境を整備します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

 園児が安全で快適な園生活を過ごすとともに、幼稚園の教育活動が円滑に実施できる環境
 の保全を図る。

＜事業の概要＞
 施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・幼稚園施設整備工事費
  小笠北幼稚園
  （１)自動火災報知設備取替改修工事   605千円
   (２)南棟トイレ改修工事            2,530千円
   (３)小学校境界フェンス改修工事      825千円

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 3,960

合　計 3,960

科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 04項 01目 000300000事業 市単独幼稚園施設整備事業費
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款 10 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 幼稚園費 01 幼稚園費 所属 0101060101-0000 こども政策課（おおぞら）

事　　業

0005 幼稚園管理費【こども政策課（おおぞら）】 (簡略番号：006488) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,085

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,085

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 03 安心できる子育て環境を整備します

＜事業の目的＞
 幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、幼児期にふさわしい安心・安全な環境で教育を行う
 とともに、一人ひとりの成長と発達を促す質の教育活動を行うことで就学前教育の充実を
 図る。

＜事業の概要＞
 小笠北幼稚園の施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・小笠北幼稚園管理に係る経費
  （光熱水費、修繕料、手数料、委託料等）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 1,230 25 寄附金
11 役務費 97

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 685 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 73 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 2,085

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 04項 01目 000500000事業 幼稚園管理費【こども政策課（おおぞら）】
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款 10 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 幼稚園費 01 幼稚園費 所属 0101060101-0000 こども政策課（おおぞら）

事　　業

0007 幼稚園総務費【こども政策課（おおぞら）】 (簡略番号：006515) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 10,470

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1,074

一般財源 9,396

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 03 安心できる子育て環境を整備します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
8,951 16 公有財産購入費

17 備品購入費
946 18 負担金､補助及び交付金 24

19 扶助費
20 貸付金

 幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、幼児期にふさわしい安心・安全な環境で教育を行う
 とともに、一人ひとりの成長と発達を促す質の教育活動を行うことで就学前教育の充実を
 図る。

＜事業の概要＞
 小笠北幼稚園の運営を円滑に行うための経費を支出する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・会計年度任用職員(パートタイム職員)の雇用に係る報酬等
  （幼稚園教諭７名を雇用）
 ・小笠北幼稚園運営に係る経費
  （園医報酬、複写機借上料、負担金等）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

06 恩給及び退職年金

11 役務費 32

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 250 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 61 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 206 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 10,470

科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050208054 預かり保育利用料 1,074

10款 04項 01目 000700000事業 幼稚園総務費【こども政策課（おおぞら）】
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款 10 07 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 こども園費 01 こども園費 所属 0101060101-0000 こども政策課（おおぞら）

事　　業

0001 公立認定こども園管理費 (簡略番号：007339) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 7,109

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 7,109

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 03 安心できる子育て環境を整備します

＜事業の目的＞
 幼保連携型認定こども園として、保育園・幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、乳幼児期
 にふさわしい安心・安全な環境で教育と保育を一体的に行うとともに、一人ひとりの成長
 と発達を促す質の高い乳幼児教育を行う。

＜事業の概要＞
 おおぞら認定こども園の施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施す
 る。

＜令和２年度実施内容＞
 ・おおぞら認定こども園管理に係る経費
  （光熱水費、修繕料、手数料、委託料等）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 3,912 25 寄附金
11 役務費 404

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 2,651 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 105 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 37 合　計 7,109

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 07項 01目 000100000事業 公立認定こども園管理費
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款 10 07 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 こども園費 01 こども園費 所属 0101060101-0000 こども政策課（おおぞら）

事　　業

0002 公立認定こども園総務費 (簡略番号：007369) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 85,495

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 21,043

一般財源 64,452

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 03 安心できる子育て環境を整備します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
55,934 16 公有財産購入費
4,983 17 備品購入費 130

10,425 18 負担金､補助及び交付金 261
19 扶助費
20 貸付金

 幼保連携型認定こども園として、保育園・幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、乳幼児期
 にふさわしい安心・安全な環境で教育と保育を一体的に行うとともに、一人ひとりの成長
 と発達を促す質の高い乳幼児教育を行う。

＜事業の概要＞
 おおぞら認定こども園の運営を円滑に行うための経費を支出する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・おおぞら認定こども園運営に係る経費
 (１)報酬
   園医（内科医、歯科医）、薬剤師への報酬及び会計年度任用職員(パートタイム職員
    (保育教諭28名、栄養士２名、調理師２名、看護師１名を雇用))への報酬等。
 (２)給料
   会計年度任用職員(フルタイム職員(保育教諭２名を雇用))への給料。
 (３)職員手当等
   会計年度任用職員への期末手当及び会計年度任用職員(フルタイム職員)への通勤手 
   当。
 (４)報償費
   園児・親子体験活動等に要する講師謝礼。
 (５)旅費
   職員の専門性を高める研修会に参加するための出張旅費及び会計年度任用職員(パー
   トタイム職員)への通勤手当。
 (６)需用費
   園の運営に係る消耗品、運動会賞品、卒園記念品、燃料費、卒園証書印刷代及び自園
   給食の賄材料費。
 (７)役務費
   保護者へのメール配信システム利用料、園児の健康管理(尿検査)及び職員等の腸内細
   菌検査料等。 
 (８)委託料
   印刷機借上に係る保守委託料。 

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

諸収入 22050208076

11,020

06 恩給及び退職年金

11 役務費 783

財源 科目コード

諸収入 22050208079

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 46 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 1,365 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 121 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 427 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 85,495

科目名称 本年度当初 前年度当初
使用料 15010604001 学校用地使用料【こども政策課（おおぞら）】 15
負担金 14020101001 保育認定使用料 16,380
負担金 14020101002 他市町保育認定給付費負担金 1
諸収入 22050102005 園児給食費等負担金 1,682
諸収入 22050208054 預かり保育利用料 335

保育教諭給食費負担金 2,599
諸収入 22050208078 延長保育利用料 30

病後児保育利用料 1

10款 07項 01目 000200000事業 公立認定こども園総務費
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款 10 07 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 こども園費 01 こども園費 所属 0101060101-0000 こども政策課（おおぞら）

事　　業

0002 公立認定こども園総務費 (簡略番号：007369) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源

 (９)使用料及び賃借料
   複写機・印刷機及び園行事（運動会放送機器、歯科検診器具）に係る借上料等。
 (10)備品購入費
   園児への情操教育、職員研修充実のための絵本や書籍等の購入費。
 (11)負担金、補助及び交付金
   国の施策、職員専門研修及び危機管理研修等の熟知・研鑽のための研修会参加費等。

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初

合　計

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 07項 01目 000200000事業 公立認定こども園総務費
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款 10 04 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

教育費 項 幼稚園費 01 幼稚園費 所属 0101060102-0000 こども政策課（北幼）

事　　業

0001 北幼稚園管理振興費 (簡略番号：006434) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,742

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,742

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 03 安心できる子育て環境を整備します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 86
18 負担金､補助及び交付金 59
19 扶助費
20 貸付金

 幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、幼児期にふさわしい安心・安全な環境で教育を行う
 とともに、一人ひとりの成長と発達を促す質の教育活動を行うことで就学前教育の充実を
 図る。

＜事業の概要＞
 小笠北幼稚園の管理運営を円滑に行うための、消耗品費・園用備品購入費等を支出する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・小笠北幼稚園管理運営に係る経費
  （消耗品費、園用備品購入費、通信運搬費等）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

884

35

06 恩給及び退職年金

11 役務費 572

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 20 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 15 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 71 予備費
14 工事請負費

合　計 1,742

科目名称 本年度当初 前年度当初

10款 04項 01目 000100000事業 北幼稚園管理振興費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0001 児童館運営費 (簡略番号：002433) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 16,484

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 16,484

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 04 子育て世代を応援します

＜事業の目的＞
 児童福祉法に規定する児童福祉施設として地域において児童に健全な遊びを与え、その健
 康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として設置される児童館の適正な運営を図
 る。

＜事業の概要＞
 市内２箇所に児童館を設置し、適正な運営を図るため児童館運営業務を委託する。また、
 児童館運営委員会を開催し、各種事業の企画実施について調査、研究及び審議等を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・児童館運営委員会の開催（15千円）
  ６月頃に１回開催予定。3千円×5人
 ・児童館運営業務委託（16,469千円）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 15 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 16,469 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 16,484

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

03款 02項 01目 000100000事業 児童館運営費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0002 子育て支援センター運営費 (簡略番号：002440) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 12,745

財
源
内
訳

国庫支出金 3,680
県支出金 3,680
地方債
その他

一般財源 5,385

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 04 子育て世代を応援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、もって地域の子育て家庭に対する育児支
 援を行い、子どもの健やかな育ちを促進することを目的として設置される子育て支援セン
 ターの適正な運営を図る。

＜事業の概要＞
 市内２箇所に子育て支援センターを設置し、適正な運営を図るため、子育て支援センター
 運営業務を委託する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・子育て支援センター運営業務委託（12,745千円）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 12,745 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 12,745

科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020204003 子育て支援事業費補助金 3,680

都道府県支出金 17020206012 子育て支援事業費補助金 3,680

03款 02項 01目 000200000事業 子育て支援センター運営費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0003 小笠児童館管理費 (簡略番号：002444) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,089

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 1,089

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 04 子育て世代を応援します

＜事業の目的＞
 遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を提供できる場として設置している小笠児
 童館の維持・管理業務に取り組む。

＜事業の概要＞
 小笠児童館の光熱水費の支払い、床清掃業務の委託や備品購入等、施設の維持・管理に係
 る業務を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・光熱水費の支払い（600千円）
 ・火災保険料の支払い（4千円）
 ・床清掃等業務委託（143千円）
 ・警備保障委託（188千円）
 ・消防設備点検委託（36千円）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 600 25 寄附金
11 役務費 4

 ・備品（AED）購入（118千円）
  現在設置しているＡＥＤの耐用年数が満了するため、新規購入するもの
  ①ＡＥＤ本体：82,500円
  ②使い捨てパッド（交換年数２年）１個：5,500円
  ③バッテリーパック（交換年数４年）１個：27,500円
  ④レスキューキッド１個：2,310円
  要求額①～④≒118,000円

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 118
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 367 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,089

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

03款 02項 01目 000300000事業 小笠児童館管理費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0006 母子福祉費 (簡略番号：002496) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 127,369

財
源
内
訳

国庫支出金 39,115
県支出金 4,850
地方債
その他

一般財源 83,404

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 02 親と子が健やかに成長できるまちづくり
 施  策 01 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費 126,182
20 貸付金

 児童のいるひとり親家庭を対象に手当の支給や医療費の助成をすることにより、ひとり親
 家庭の生活の安定と次世代の社会を担う児童の健全な育成を図る。

＜事業の概要＞
 児童のいるひとり親家庭を対象に児童扶養手当（２か月分ずつ年６回：奇数月払い）の支
 給や母子家庭等医療費助成の適正支給、就職に役立つ技能や資格取得の受講等に対する補
 助を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・母子家庭等医療費助成事務取扱手数料（439千円）
 ・児童扶養手当システムの保守委託料（748千円）
 ・母子家庭等医療費扶助（9,263千円）
   母子家庭・父子家庭の20歳未満の児童と親及び両親のいない家庭の20歳未満の児童に
  対し、社会保険各法に規定する保険給付対象となる医療費の自己負担分を助成します。
  （所得税の課税がない世帯が対象）
 ・児童扶養手当の支給（116,570千円）
   ひとり親家庭の父、母、養育者に手当を支給。受給者の所得と扶養している児童数に
  応じて月額43,360円～10,230円を支給し、児童２人の場合は10,240円、３人目以降１人
  に付き6,140円加算。
  ①全部支給：43,360円×105人×12月＝54,633,600円
  ②一部支給：30,420円×128人×12月＝46,725,120円
  ③２人目加算：10,240円×76世帯×12月＝9,338,880円
  ④３人目加算：16,380円×24世帯×12月＝4,717,440円
  ⑤４人目加算：22,520円×３世帯×12月＝810,720円
  ⑥５人目加算：28,660円×１世帯×12月＝343,920円 要求額①～⑥≒116,570,000円
 ・自立支援教育訓練給付金（47千円）
  医療事務、パソコン資格、簿記資格、ホームヘルパー等の講座受講
 ・高等職業訓練促進給付金等（302千円）
  看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士などの資格取得

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

06 恩給及び退職年金

11 役務費 439

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 748 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 127,369

科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16010104001 児童扶養手当負担金 38,856
国庫支出金 16010105001 母子家庭自立支援給付費負担金 259

都道府県支出金 17020206011 母子家庭等医療費補助金 4,850

03款 02項 01目 000600000事業 母子福祉費
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款 03 02 目

【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0012 児童福祉総務費（子育て応援課） (簡略番号：002540) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 127

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

事業期間 新規･継続 新規 臨･経 地方債
その他

一般財源 127

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 02 親と子が健やかに成長できるまちづくり
 施  策 01 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

 各種子育て支援事業を円滑に実施するため、児童福祉総務事業に取り組む。

＜事業の概要＞
 児童福祉関連研修会への参加旅費の支払や各種子育て支援窓口業務で使用する住民情報シ
 ステムの保守点検・借上げ業務など児童福祉総務事業を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・児童福祉関連研修会等に係る旅費（28千円）
 ・児童福祉関連業務に係る用紙等の消耗品（30千円）
 ・住民情報システム保守点検委託（29千円）
 ・住民情報システム機器借上料（17千円）
 ・住民情報システム使用料（23千円）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

30

06 恩給及び退職年金

11 役務費

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 28 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 29 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 40 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 127

科目名称 本年度当初 前年度当初

03款 02項 01目 001200000事業 児童福祉総務費（子育て応援課）
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0016 子育て支援事業費 (簡略番号：010328) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 5,134

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 29
地方債
その他

一般財源 5,105

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 04 子育て世代を応援します

＜事業の目的＞
 仕事と育児を両立できる環境の整備や市内で子育て支援に関わる活動に取り組む団体への
 支援、小児慢性特定疾患児童への支援等、地域で安心して子育てできる環境の整備に取り
 組む。

＜事業の概要＞
 育児の相互援助活動を支援するためファミリーサポートセンター制度を実施する。また、
 市内で活動している母親クラブに対する補助金の交付や、小児慢性特定疾患児に対する日
 常生活用具の給付等を実施する。新生児出生祝金については、令和２年３月末までに出生
 した新生児の養育者を対象に支給する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・ファミリーサポートセンター負担金（275千円）
 ・母親クラブ育成事業補助金（100千円）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費

 ・新生児出産祝金の支給（4,700千円）
  令和２年３月末出生の新生児までを対象とする。
  ①第２子：10万円×28人＝2,800千円
  ②第３子：15万円×10人＝1,500千円
  ③第４子：20万円×２人＝ 400千円
  要求額①＋②＋③＝4,700千円
  ※見込人数は、H30年度実績を基に算出。
   月平均 第２子14人、第３子５人、第４子１人×２か月分
  ※「新生児出産祝い金事業」については、第１期菊川市まち・ひと・しごと創生総合戦
  略（H27年度からH31年度まで）の事業として平成27年度から５年間実施したが、令和2
  年度以降については、本市に住む子どもたちが健やかに成長するための子育て支援の充
  実を図るため、「第３子以降の保育料完全無償化並びに給食副食費の無償化（令和元年
  10月～）」や、「ロタウイルスワクチンの定期接種化（令和2年10月～）」など、新た
  な子育て支援施策の実施を予定しており、総合的に勘案するなか、第１期総合戦略の期
  間満了をもって終了する。
 ・小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金（59千円）

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 5,134
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 5,134

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020206005 小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金 29

03款 02項 01目 001600000事業 子育て支援事業費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 02 児童措置費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0001 児童手当給付費 (簡略番号：002638) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 878,249

財
源
内
訳

国庫支出金 611,666
県支出金 131,527
地方債
その他

一般財源 135,056

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 04 子育て世代を応援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
2,250 16 公有財産購入費

17 備品購入費
147 18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費 874,740
20 貸付金

 中学校卒業までの児童を扶養している方を対象に手当を支給することにより、子育て家庭
 の生活の安定と次世代の社会を担う子どもの健全な育成を図る。

＜事業の概要＞
 中学校卒業までの児童を扶養している方を対象に手当（４か月分ずつ年３回：６月・10月
 ・２月）の給付を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・会計年度任用職員（事務補佐）の雇用
  報酬（2,250千円）、職員手当等（147千円）、通勤手当（26千円）
 ・児童手当研修会に伴う旅費（2千円）
 ・児童手当に関する消耗品費（47千円）、印刷製本費（95千円）
 ・児童手当に関する通信運搬費（223千円）
 ・児童手当に伴う業務委託
  システム保守業務委託料（469千円）、現況届受付事務委託料（250千円）
 ・児童手当の支給（874,740千円）
  ①被用者（０～３歳未満）：15千円×12,220人＝183,300千円
  ②非被用者（０～３歳未満）：15千円×1,846人＝27,690千円
  ③被用者小学校終了前（第１・２子）：10千円×35,205人＝352,050千円
  ④被用者小学校終了前（第３子）：15千円×5,026人＝75,390千円
  ⑤非被用者小学校終了前（第１・２子）：10千円×5,664人＝56,640千円
  ⑥非被用者小学校終了前（第３子）：15千円×1,063人＝15,945千円
  ⑦中学生：10千円×15,168人＝151,680千円
  ⑧特例給付：5千円×2,409人＝12,045千円
  要求額①～⑧＝874,740千円
 

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

142

06 恩給及び退職年金

11 役務費 223

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 28 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 719 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 878,249

科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16010107001 児童手当国庫負担金 611,666

都道府県支出金 17010107001 児童手当県負担金 131,527

03款 02項 02目 000100000事業 児童手当給付費
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 03 家庭児童相談室費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0001 家庭児童相談室総務費 (簡略番号：002668) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,784

財
源
内
訳

国庫支出金 176
県支出金 176
地方債
その他

一般財源 2,432

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 04 子育て世代を応援します

＜事業の目的＞
 子どもに関する様々な問題につき、家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又
 は子どものニーズ、子どもの置かれた環境等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に も効
 果的な援助を行うことを目的に家庭児童相談室を設置・運営する。

＜事業の概要＞
 家庭における子育てに関する悩みや不安を聴取し、解決に向けて相談事業を実施する。ま
 た、要保護児童対策地域協議会を開催し、関係機関と情報交換及び検討を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 ・会計年度任用職員（家庭相談員）の雇用
  給料（2,124千円）、職員手当等（571千円）
 ・要保護児童対策地域協議会研修会の開催（30千円）
  11月に１回開催

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 42 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 10 25 寄附金
11 役務費 27

 ・要保護児童対策地域協議会の開催（12千円）
  3千円×４人＝12千円
 ・家庭児童相談室に関する消耗品（10千円）
 ・家庭児童相談室に関する通信運搬費（27千円）
  家庭児童相談室用緊急携帯電話通信料
 ・県家庭児童相談室連絡協議会負担金（10千円）

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 2,124 17 備品購入費
03 職員手当等 571 18 負担金､補助及び交付金 10
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 2,784

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020204003 子育て支援事業費補助金 176

都道府県支出金 17020206012 子育て支援事業費補助金 176

03款 02項 03目 000100000事業 家庭児童相談室総務費
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款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

衛生費 項 保健衛生費 03 予防接種費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0001 予防接種費（子育て応援課） (簡略番号：002816) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 121,668

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 49,590

一般財源 72,078

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 02 親と子が健やかに成長できるまちづくり
 施  策 01 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 729
19 扶助費
20 貸付金

  予防接種法（昭和23年法律第68号）の規定に基づき、伝染のおそれがある疾病（水痘・
 日本脳炎・肺炎球菌など）の発生及びまん延を予防するため、公衆衛生の見地から予防接
 種を実施する。

＜事業の概要＞
 小笠医師会と予防接種業務委託契約を結び、乳児から20歳未満までの予防接種を行う。
 また、県外等への里帰り先で予防接種をした場合の予防接種費用への助成（償還払い）を
 行う。
 令和2年10月から定期予防接種にロタウイルスワクチンが追加される。

＜令和２年度実施内容＞
 ・予防接種実施に関する消耗品費（169千円）
 ・予防接種手帳等の印刷製本費（336千円）
 ・予防接種予診票等の送付に係る通信運搬費（157千円）
 ・予防接種委託料（11種類の予防接種を実施）（120,277千円）
   四種混合    11,847円× 1,600人＝ 18,956千円
   二種混合     8,800円×  466人＝  4,101千円
   麻しん風しん  12,100円×   830人＝ 10,043千円
   日本脳炎     8,800円× 2,783人＝ 24,490千円
   ＢＣＧ      8,580円×   400人＝  3,432千円
   ヒブ           9,141円× 1,600人＝ 14,626千円
   小児用肺炎球菌 12,507円× 1,600人＝ 20,011千円
   子宮頸がん   16,962円×    15人＝    254千円
   水痘       9,537円×   827人＝  7,887千円
   Ｂ型肝炎        7,216円× 1,200人＝  8,659千円
   ロタウイルス   14,730円×   216人＝  3,182千円
            10,082円×   324人＝  3,267千円
     予防接種協力費   30円×44,936人＝  1,348千円
   中止予診料      1,047円×    20人＝     21千円
 ・県外等里帰り先での接種への予防接種費助成・償還払い（729千円）

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

505

06 恩給及び退職年金

11 役務費 157

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 120,277 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 121,668

科目名称 本年度当初 前年度当初
寄附金 19010201001 「子どもがいきいき育つまち」寄附金 49,590

04款 01項 03目 000100000事業 予防接種費（子育て応援課）
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款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

衛生費 項 保健衛生費 05 母子保健費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0001 母子保健事業費 (簡略番号：002861) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 66,037

財
源
内
訳

国庫支出金 3,111
県支出金 1,111
地方債
その他 101

一般財源 61,714

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 02 親と子が健やかに成長できるまちづくり
 施  策 01 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します

＜事業の目的＞
  母子保健法（昭和40年度法律第141号）の規定に基づき、母性並びに乳幼児の心身の健
 康の保持及び増進を図ることを目的に、妊産婦や乳幼児を対象とした母子保健事業を実施
 する。

＜事業の概要＞
  乳幼児を対象とした健康相談、訪問事業などの保健指導及び節目年齢での健康診査の実
 施、妊婦・パートナーを対象とした教室の開催、妊婦・産婦健康診査の受診勧奨を行う。
  また、出産後の体調や育児に不安がある方を対象とした産後ケア事業や妊娠・出産時に
 ホームヘルパー等を利用した場合の利用料の一部助成、県外等への里帰り出産時に妊産婦
 健診を受診した場合の健診費用の助成（償還払い）などの事業を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・会計年度任用職員の雇用

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 36 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 151 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 1,515 25 寄附金
11 役務費 206

   報酬（7,238千円）給料（2,609千円）職員手当（947千円）通勤手当（110千円） 
 ・思春期保健教育の実施：講師謝礼（36千円）
 ・母子保健事業に係る旅費（41千円）
 ・母子保健事業に関する消耗品費等（1,515千円）
 ・教室参加者の託児委託（192千円）
 ・教室参加者の傷害保険料（14千円）
 ・健康診査委託料（48,623千円）
   妊婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査・産婦健康診査・乳幼児健康診査
 ・医師会委託料（1,096千円）
 ・歯科医師会委託料（2,266千円）
 ・産後ケア事業委託料（90千円）
 ・学童フッ素塗布事業に係る会場使用料（13千円）
 ・ホームヘルプサービス補助（100千円）
 ・県外等里帰り出産等への健康診査費助成・償還払い（1,147千円）

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 7,238 16 公有財産購入費
02 給料 2,609 17 備品購入費
03 職員手当等 947 18 負担金､補助及び交付金 100
04 共済費 19 扶助費 1,147
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 52,075 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 13 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 66,037

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16020204003 子育て支援事業費補助金 1,111
国庫支出金 16020304001 母子保健衛生費補助金 2,000

都道府県支出金 17020206012 子育て支援事業費補助金 1,111
諸収入 22050203003 学生実習雑入 88
諸収入 22050203027 親子教室参加料 13

04款 01項 05目 000100000事業 母子保健事業費
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款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

衛生費 項 保健衛生費 05 母子保健費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0002 こども医療費 (簡略番号：002896) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 234,611

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 64,764
地方債
その他 24,656

一般財源 145,191

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
 施  策 04 子育て世代を応援します

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費 218,436
20 貸付金

 子どもの疾病を早期に発見し、適切な治療を受けさせ、もって疾病の慢性化の予防を促進
 し、併せて保護者の経済的負担の軽減を図るとともに子どもの健全な育成に寄与すること
 を目的に治療に要する医療費の助成を行う。

＜事業の概要＞
 18歳年度末までの子どもを対象に保険診療自己負担額からこども医療費助成制度に定める
 自己負担額（通院１回につき500円、１か月４回を上限に負担。入院は負担なし）を差し
 引いた額を扶助する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・こども医療に関する消耗品費（8千円）
 ・こども医療に関する印刷製本費（69千円）
 ・こども医療に関する通信運搬費（342千円）
 ・こども医療費事務取扱手数料（15,194千円）
 ・こども医療更新用受給者証印刷業務委託料（192千円）
 ・こども医療システムの保守委託料（370千円）
 ・こども医療費扶助（218,436千円）
  ※見込額は、H31年度実績を基に算出。

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

77

06 恩給及び退職年金

11 役務費 15,536

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 562 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

合　計 234,611

科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020301001 こども医療費補助金 64,764

諸収入 22050202005 こども医療費現物給付高額療養費等返還金 24,656

04款 01項 05目 000200000事業 こども医療費
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款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

衛生費 項 保健衛生費 05 母子保健費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0003 母子保健医療費 (簡略番号：002913) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 8,420

財
源
内
訳

国庫支出金 938
県支出金 733
地方債
その他 224

一般財源 6,525

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 02 親と子が健やかに成長できるまちづくり
 施  策 01 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します

＜事業の目的＞
 母子保健法（昭和40年法律第141号第6条第6項）に規定する未熟児で、医師が入院養育を
 必要と認めた児の入院治療に要した費用の一部を市が負担することにより、乳児の健康管
 理と健全な育成を図る。
 また、総合的な少子化対策の一環として、不妊治療または不育治療に係る費用の経済的負
 担の軽減を図るため、助成金を交付する。

＜事業の概要＞
 未熟児養育医療費扶助：菊川市内に住所を有する１歳未満の乳児で、体重が2,000ｇ以下
 で出生し、生活力が特に薄弱のため、指定養育医療機関の医師が入院治療を認めた児に対
 して入院治療費を市が負担する。（家庭の税額区分に応じて自己負担金あり）
 不妊・不育症治療費助成：治療を受けた夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成する
 。（年間10万円を上限とする）

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 2

＜令和２年度実施内容＞
 ・未熟児養育医療の診査機関に支払う医療費診査事務手数料（2千円）
 ・未熟児養育医療費扶助（2,100千円）
    過去の平均利用状況から算出
     （利用児数）5人×（入院日数）60日×（1日入院額）7,000円
 ・不妊・不育症治療助成金
   ・不妊治療助成金（5,390千円）
     過去の平均助成状況から算出
     （助成件数）77件×（1件平均補助額）70,000円
   ・人工授精助成金（828千円）
     過去の平均助成状況から算出
     （助成件数）18件×（1件平均補助額）46,000円 
   ・不育症助成金（100千円）
     過去の平均助成状況から算出
     （助成件数）1件×（1件平均補助額）100,000円
 

節 本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費 8,418
05 災害補償費 20 貸付金

26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 8,420

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
国庫支出金 16010201001 未熟児養育医療費負担金 938

都道府県支出金 17010201001 未熟児養育医療費負担金 469
都道府県支出金 17020302008 一般不妊治療（人工授精）費助成事業費補助金 264

負担金 14020201001 未熟児養育医療負担金 224

04款 01項 05目 000300000事業 母子保健医療費

36



款 04 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

衛生費 項 保健衛生費 05 母子保健費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0004 発達支援事業費 (簡略番号：002920) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 5,542

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 22

一般財源 5,520

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
 政  策 02 親と子が健やかに成長できるまちづくり
 施  策 03 子どもの成長や発達の支援に取り組みます

＜事業の目的＞

本年度当初 前年度当初 節 本年度当初 前年度当初
4,470 16 公有財産購入費

17 備品購入費
534 18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
20 貸付金

 心身の発達や療育上の問題で経過観察が必要と思われる児を対象に、各種発達支援事業を
 実施し、子どもの健やかな成長・発達を図る。

＜事業の概要＞
  心身の発達や療育上の問題があると思われる児を対象に、発達相談・療育教室・幼保こ
 ども園への訪問事業を実施する。
  また、保健師・幼稚園教諭・保育士などの発達支援技術の向上を目的とした研修や、保
 護者支援のための教室を実施する。

＜令和２年度実施内容＞
 ・会計年度任用職員:公認心理師、保育士の雇用
   報酬（4,470千円） 職員手当（534千円） 通勤手当（110千円）
 ・発達支援研修会の開催
   講師謝礼:20千円×３回  （ 60千円）
 ・発達支援事業に関する消耗品費（165千円）
 ・療育教室の開催
 ・園訪問の実施
 ・発達相談の実施
 ・教室参加者の託児委託 (180千円)
 ・教室参加者の傷害保険料 ( 23千円)

節
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費
05 災害補償費

10 需用費

15 原材料費

165

06 恩給及び退職年金

11 役務費 203

財源 科目コード

21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 60 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 110 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

25 寄附金
26 公課費

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 賃金

合　計 5,542

科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050203026 療育教室事業参加料 22

04款 01項 05目 000400000事業 発達支援事業費
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歳入 （単位：千円）

R2 R1

14 2 1 1 児童福祉費負担金 こ政課 こ政課 64,028 118,666 ▲ 54,638

●保育認定使用料　63,105千円
「特財（その他）」
　認可保育所及びおおぞら認定こども園（保育認定分）の利用者からの負担金
　＜充当先＞3.2.2.2（子ども・子育て支援制度事業費(民生費)）46,257千円
　　　　　　10.7.1.2　（公立認定こども園総務費）　16,380千円
●他市町保育認定給付費負担金　1千円
「特財（その他）」
　おおぞら認定こども園の広域利用入所者からの負担金
　＜充当先＞10.7.1.2　（公立認定こども園総務費）　1千円
●過年度保育認定使用料　922千円
「一財」
　過年度の認可保育所及びおおぞら認定こども園（保育認定分）の利用者からの負担金

14 2 2 1 母子保健費負担金 子応課 子応課 224 286 ▲ 62

未熟児養育医療負担金　224千円
「特財（その他）」
　未熟児養育医療費給付対象者が菊川市未熟児養育医療取扱要綱に規定する徴収基準月額
に基づき支払う自己負担金
　1人当たり入院日数2か月×自己負担見込額22,400円×年間見込5人
　＜充当先＞4.1.5.3（母子保健医療費）224千円

15 1 2 2 児童遊園使用料 こ政課 こ政課 1 1 0

児童遊園用地使用料　1千円
「特財（その他）」
　奈良野児童遊園地内使用料（電話柱１本）
　＜充当先＞3.2.1.30（地域子ども・子育て支援事業費）　1千円

15 1 6 4 学校施設使用料 こ政課 こ政課 15 15 0

学校用地使用料【こども政策課（おおぞら）】　15千円
「特財（その他）」
　幼稚園敷地内の行政財産使用許可を行った電柱に係る使用料
<充当先>10.7.1.2　（公立認定こども園総務費）　15千円

16 1 1 4
児童扶養手当負担
金

子応課 子応課 38,856 39,688 ▲ 832

児童扶養手当負担金　38,856千円
「特財（国）」（補助率1/3）
　児童扶養手当に対する国庫負担金　116,569千円×1/3＝38,856千円
　＜充当先＞3.2.1.6（母子福祉費）　38,856千円

16 1 1 5
母子家庭自立支援
給付費負担金

子応課 子応課 259 2 257

母子家庭自立支援給付費負担金　259千円
「特財（国）」（補助率3/4）
　母子家庭自立支援給付費に対する国庫負担金　346千円×3/4＝259千円
　＜充当先＞3.2.1.6（母子福祉費）　259千円

16 1 1 7
児童手当国庫負担
金

子応課 子応課 611,666 618,080 ▲ 6,414

児童手当国庫負担金　611,666千円
「特財（国）」（補助率4/6～37/45）
　児童手当給付費に対する国庫負担金
　＜充当先＞3.2.2.1（児童手当給付費）　611,666千円

16 1 1 11 児童措置費負担金 こ政課 こ政課 525,125 393,836 131,289

●子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付）　486,624千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　民間保育所及び認定こども園(保育認定分)の保育運営に対する国負担金
　＜充当先＞3.2.1.2（子ども・子育て支援制度事業費(民生費)）　486,624千円
●子どものための教育・保育給付費負担金（地域型給付）　24,727千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　小規模保育事業の保育運営に対する国負担金
　＜充当先＞3.2.1.2（子ども・子育て支援制度事業費(民生費)）　　24,727千円
●子育てのための施設等利用給付交付金　13,771千円
「特財（国）」（補助率1/2）

款 項 説　　　　　　　　明節 節名称
所属名称 当　初

予算額
前年度
予算額

差　額目
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R2 R1
款 項 説　　　　　　　　明節 節名称

所属名称 当　初
予算額

前年度
予算額

差　額目

16 1 1 11 児童措置費負担金 こ政課 こ政課

　認可外保育所等の施設利用に対する国負担金
　＜充当先＞3.2.1.2（子ども・子育て支援制度事業費(民生費)）　　13,771千円
●子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付・過年度分)　1千円
「一財」
　過年度分の子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付）
●子どものための教育・保育給付費負担金(地域型給付・過年度分)　1千円
「一財」
　過年度分の子どものための教育・保育給付費負担金（地域型給付）
●子育てのための施設等利用給付交付金(過年度分)　1千円
「特財（国）」
　過年度分の子育てのための施設等利用給付交付金
　＜充当先＞3.2.2.2（子ども・子育て支援制度事業費（民生費））　1千円

16 1 2 1 母子保健費負担金 子応課 子応課 938 457 481

未熟児養育医療費負担金　938千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　未熟児養育医療費に対する国庫負担金
　・負担金対象経費：2,100千円円
　・徴取基準額：224千円
　・国庫負担基本額：1,876千円
　・補助率：1/2
　・国庫負担額：938千円
　＜充当先＞4.1.5.3（母子保健医療費）　938千円

16 1 3 1 教育振興費負担金 こ政課 こ政課 88,067 61,107 26,960

子どものための教育・保育給付費負担金　88,067千円
「特財（国）」（補助率　全国統一分:公定価格＊73.4％＊1/2）
　認定こども園（教育認定分）の教育保育運営に対する国負担金
　＜充当先＞10.1.4.2（子ども・子育て支援制度事業費(教育費)）　　88,067千円

16 2 2 4 児童福祉費補助金 こ政課 こ政課 38,585 50,515 ▲ 11,930

●保育所等整備交付金　25,441千円
「特財（国）」（補助率1/2（R2年度：20％））
　(福)愛育会　認定こども園西方保育園　園舎増改築・改築工事
　【保育分】増改築
　＜充当先＞3.2.1.22（幼保施設整備補助費（保育））　25,441千円
●子ども・子育て支援事業交付金　13,144千円
　「特財（国）」（補助率1/3）
　子育て支援事業費に対する国庫負担金
　・延長保育事業　　　　　　　 901千円
　・一時預かり事業　　　　　　 660千円
　・放課後児童健全育成事業　11,583千円
　＜充当先＞3.2.1.22（保育事業費(保育支援)）　　 　　901千円
　　　　　　3.2.1.24（保育事業費(家庭保育支援)） 　　660千円
　　　　　　3.2.1.27（放課後児童クラブ運営事業費）11,583千円

16 2 2 4 児童福祉費補助金 子応課 子応課 4,967 4,832 135

子育て支援事業費補助金　4,967千円
「特財（国）」（補助率1/3）
　子育て支援事業費に対する国庫負担金
　・地域子育て支援拠点事業　11,041千円×1/3＝3,680千円
　・養育支援訪問事業　499千円×1/3＝166千円
　・子どもを守るネットワーク機能強化事業　30千円×1/3＝10千円
　・乳児全戸訪問事業　534千円×1/3＝178千円
　・利用者支援事業　2,801千円×1/3＝933千円
　＜充当先＞3.2.1.2（子育て支援センター運営費）　3,680千円
　　　　　　3.2.3.1（家庭児童相談室総務費）　176千円
　　　　　　4.1.5.1（母子保健事業費）　1,111千円
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R2 R1
款 項 説　　　　　　　　明節 節名称

所属名称 当　初
予算額

前年度
予算額

差　額目

16 2 3 4
母子保健衛生費補
助金

子応課 子応課 2,000 2,100 ▲ 100

母子保健衛生費補助金　2,000千円
「特財（国）」（補助率1/2）
　産後うつの予防や新生児への虐待予防を図るため、産後間もない時期の産婦に対する健
康診査を実施
　産婦健康診査2回分に係る費用の助成を行う
　基準額：1回当たり5,000円×2回×400人
　補助金額：2,000千円（4,000千円×1/2）
　＜充当先＞4.1.5.1（母子保健事業費）　2,000千円

16 2 5 6 教育振興費補助金 こ政課 こ政課 333 825 ▲ 492

子ども・子育て支援事業交付金　333千円
「特財（国）」（補助率1/3）
　子育て支援事業費に対する国庫負担金
　・幼稚園型一時預かり事業
　＜充当先＞10.1.4.2（子ども・子育て支援制度事業費(教育費)）　333千円

17 1 1 7 児童手当県負担金 子応課 子応課 131,527 132,909 ▲ 1,382

児童手当県負担金　131,527千円
「特財（県）」（補助率1/6～4/45）
　児童手当給付費に対する県負担金
　＜充当先＞3.2.2.1（児童手当給付費）　131,527千円

17 1 1 11 児童措置費負担金 こ政課 こ政課 262,563 196,918 65,645

●子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付）　243,312千円
「特財（県）」（補助率1/4）
　民間保育所及び認定こども園(保育認定分)の保育運営に対する県費負担金
　＜充当先＞3.2.1.2（子ども・子育て支援制度事業費(民生費)）　243,312千円
●子どものための教育・保育給付費負担金（地域型給付）　12,363千円
「特財（県）」（補助率1/4）
　小規模保育事業の保育運営に対する県費負担金
　＜充当先＞3.2.1.2（子ども・子育て支援制度事業費(民生費)）　12,363千円
●子育てのための施設等利用給付費交付金　6,885千円
「特財（県）」（補助率1/4）
　認可外保育所等の施設利用に対する県費負担金
　＜充当先＞3.2.1.2（子ども・子育て支援制度事業費(民生費)）　6,885千円

17 1 1 11 児童措置費負担金 こ政課 こ政課

●子どもための教育・保育給付費負担金(施設型給付・過年度分)　1千円
「一財」
　過年度分の子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付）
●子どものための教育・保育給付費負担金(地域型給付・過年度分)　1千円
「一財」
　過年度分の子どものための教育・保育給付費負担金（地域型給付）
●子育てのための施設等利用給付交付金(過年度分)　1千円
「特財（国）」
　過年度分の子育てのための施設等利用給付交付金
　＜充当先＞3.2.2.2（子ども・子育て支援制度事業費（民生費））　1千円

17 1 2 1 母子保健費負担金 子応課 子応課 469 228 241

未熟児養育医療費負担金　469千円
「特財（県）」（補助率1/4）
　未熟児養育医療費に対する県負担金
　・負担金対象経費：2,100千円円
　・徴取基準額：224千円
　・県負担基本額：1,876千円
　・補助率：1/4
　・県負担額：469千円
　＜充当先＞4.1.5.3（母子保健医療費）　469千円
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17 1 3 1 教育振興費負担金 こ政課 こ政課 75,949 68,239 7,710

子どものための教育・保育給付費負担金　75,949千円
「特財（県）」補助率　全国統一分：公定価格＊73.4％＊1/4、
　　　　　　　　　　　地方単独分：公定価格＊26.6％＊1/2
　認定こども園（教育認定分）の教育保育運営に対する県費負担金
　＜充当先＞10.1.4.2（子ども・子育て支援制度事業費(教育費)）　75,949千円

17 2 2 6 児童福祉費補助金 こ政課 こ政課 55,721 55,971 ▲ 250

●多様な保育推進事業費補助金　33,315千円
「特財（県）」（補助率1/2）
　民間保育所において１・２歳児及び外国籍児童の保育を実施するの保育運営に対する県
費負担金
　＜充当先＞3.2.1.23（保育事業費（保育支援））　33,315千円
●保育対策等促進事業費補助金　901千円
「特財（県）」（補助率1/3）
　子育て支援事業費（延長保育）に対する県費補助金
　＜充当先＞3.2.1.23（保育事業費（保育支援））　901千円

17 2 2 6 児童福祉費補助金 こ政課 こ政課

●放課後児童健全育成事業費等補助金　11,583千円
「特財（県）」（補助率1/3）
　放課後児童健全育成事業に対する県費補助金
　＜充当先＞3.2.1.27（放課後児童クラブ運営事業費）　11,583千円
●年度途中入所サポート事業費補助金　3,380千円
「特財（県）」（補助率1/2）
　民間保育所において０・１・２歳児の年度途中入所の受入のため年度当初から保育士を
配置する経費に対する県費補助金
　＜充当先＞3.2.1.23（保育事業費（保育支援））　3,380千円
●一時預かり事業費補助金　660千円
「特財（県）」（補助率1/3）
　子育て支援事業費（一時預かり事業）に対する県費補助金
　＜充当先＞3.2.1.24（保育事業費（家庭保育支援））　660千円
●子ども・子育て支援事業費補助金　1,382千円
「特財（県）」（補助率10/10）
　幼児教育無償化事務を円滑に実施するための県費補助金
　＜充当先＞3.2.1.23（保育事業費（保育支援））　1,382千円
●保育対策総合支援事業費補助金（保育支援者事業）　4,500千円
「特財（県）」（補助率3/4）
　民間保育所において保育支援者を配置する経費に対する県費補助金
　＜充当先＞3.2.1.23（保育事業費（保育支援））　4,500千円

17 2 2 6 児童福祉費補助金 子応課 子応課 9,846 10,014 ▲ 168

●小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金　29千円
「特財（県）」（補助率1/2）
　小児慢性特定疾患日常生活給付事業に対する県補助金　58千円×1/2＝29千円
　＜充当先＞3.2.1.16（子育て支援事業費）　29千円
●母子家庭等医療費補助金　4,850千円
「特財（県）」（補助率1/2）
　母子家庭医療費に対する県補助金　9,700千円×1/2＝4,850千円
　＜充当先＞3.2.1.6（母子福祉費）　4,850千円
●子育て支援事業費補助金　4,967千円
「特財（県）」（補助率1/3）
　子育て支援事業費に対する県補助金
　・地域子育て支援拠点事業　11,041千円×1/3＝3,680千円
　・養育支援訪問事業　499千円×1/3＝166千円
　・子どもを守るネットワーク機能強化事業　30千円×1/3＝10千円
　・乳児全戸訪問事業　534千円×1/3＝178千円
　・利用者支援事業　2,801千円×1/3＝993千円
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17 2 2 6 児童福祉費補助金 子応課 子応課
　＜充当先＞3.2.1.2（子育て支援センター運営費費）　3,680千円
　　　　　　3.2.3.1（家庭児童相談室総務費）　176千円
　　　　　　4.1.5.1（母子保健事業費）　1,111千円

17 2 3 1 母子衛生費補助金 子応課 子応課 64,764 51,813 12,951

こども医療費補助金　64,764千円
「特財（県）」（補助率1/4～1/2）
　こども医療費助成事業に対する県費補助金
　＜充当先＞4.1.5.2（こども医療費）64,764千円

17 2 3 2 保健衛生費補助金 子応課 子応課 264 271 ▲ 7

一般不妊治療（人工授精）費助成事業費補助金　264千円
「特財（県）」（補助率2/7）
　一般不妊治療（人工授精等）費助成事業費に対する県補助金
　・補助基準額：人工授精828千円／不育症100千円
　・県負担額：人工授精236千円／不育症28千円
　＜充当先＞4.1.5.3（母子保健医療費）　264千円

17 2 7 2 教育振興費補助金 こ政課 こ政課 333 825 ▲ 492

幼稚園型一時預かり事業費補助金　333千円
「特財（県）」（補助率1/3）
　子育て支援事業費に対する県費補助金
　・幼稚園型一時預かり事業
　＜充当先＞10.1.4.2（子ども・子育て支援制度事業費(教育費)）　333千円

17 2 7 3
教育総務費県補助
金

こ政課 ― 3,322 0 3,322

保育所等整備事業費補助金　3,322千円
「特財（県）」（補助率1/2（R2年度：20％））
　(福)愛育会　認定こども園西方保育園　園舎増改築・改築工事
　【教育分】改築
　＜充当先＞10.1.4.1（幼保施設整備補助費（教育））　3,322千円

17 3 1 2 民生費事務委託金 こ政課 こ政課 6 7 ▲ 1

●児童福祉法事務交付金　2千円
「特財（県）」
　権限移譲事務交付金（児童福祉法等に基づく事務）
　＜充当先＞3.2.1.15（職員給与費（こども政策課））　2千円
●認定こども園等事務交付金　4千円
「特財（県）」
　権限移譲事務交付金（認定こども園に関する事務）
　＜充当先＞3.2.1.15（職員給与費（こども政策課））　4千円

18 1 1 1 土地建物貸付収入 こ政課 こ政課 4,288 4,270 18

●土地建物賃貸料【こども政策課】　105千円
「特財（その他）」
　旧内田保育園敷地での小規模保育所運営に係る建物賃貸料
　(福)春献美会　なかうちだのぞみ保育園　105千円
　＜充当先＞3.2.1.22（幼保施設整備補助費（保育））　105千円
●社会福祉施設敷地賃貸料【こども政策課】4,183千円
「特財（その他）」
　社会福祉施設への市有地賃貸料
　(福)菊川福祉会　ひがしこども園　　　　1,843千円
　　　　　　　　　みなみこども園　　　　2,032千円
　　　　　　　　　旧みなみ保育園　　　　 　84千円
　(福)春献美会　　なかうちだのぞみ保育園　224千円
　＜充当先＞3.2.1.22（幼保施設整備補助費（保育））　4,183千円

22 5 1 2 学校給食納付金 こ政課 ― 1,682 0 1,682

園児給食費等負担金　1,682千円
「特財（その他）」
　2号認定児が自園給食やおやつを食べた場合に保護者が支払う負担金
　＜充当先＞10.7.1.2　（公立認定こども園総務費）　1,682千円
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22 5 2 2 民生費雑入 子応課 子応課 24,660 16,196 8,464

●こども医療費現物給付高額療養費等返還金　24,656千円
「特財（県）」
　＜充当先＞4.1.5.2（こども医療費）
●児童扶養手当過誤払返納金過年度分　1千円
「一財」
●母子家庭等医療費扶助過誤払返納金過年度分　1千円
「一財」
●児童手当過年度分返還金　1千円
「一財」
●新生児出産祝金過年度分返還金　1千円
「一財」

22 5 2 2 民生費雑入 こ政課 こ政課 34,577 29,936 4,641

●放課後児童クラブ負担金　29,800千円
「特財（その他）」
　放課後児童クラブの利用料
　＜充当先＞3.2.1.27（放課後児童クラブ運営事業費）　29,800千円
●放課後児童クラブ共済金　1千円
「特財（その他）」
　児童が施設等を破損させた場合の共済保険金
　＜充当先＞3.2.1.27（放課後児童クラブ運営事業費）　1千円
●放課後児童クラブ帽子代　82千円
「特財（その他）」
　放課後児童クラブ利用児童の帽子代
　＜充当先＞3.2.1.27（放課後児童クラブ運営事業費）82千円

22 5 2 2 民生費雑入 こ政課 こ政課

●リフレッシュ・一時保育利用料　1,980千円
「特財（その他）」
　リフレッシュ・一時保育の利用料
　＜充当先＞3.2.1.24（保育事業費(家庭保育支援)）1,980千円
●社会福祉振興会戻入金　61千円
「特財（その他）」
　ひがし保育園整備償還利息補助の社会福祉振興会助成分の戻入金
　＜充当先＞3.2.1.22（幼保施設整備補助費（保育））　61千円
●過年度分保育対策等促進事業費補助金返還金　2,000千円
「一財」
　保育対策等促進事業費補助金返還金
●賃貸物件光熱水費使用者負担金　653千円
「特財（その他）」
　(福)春献美会　なかうちだのぞみ保育園（水道料・電気料）
　＜充当先＞3.2.1.27（放課後児童クラブ運営事業費）　653千円

22 5 2 3 衛生費雑入 子応課 子応課 123 118 5

●学生実習雑入　88千円
「特財（その他）」
　学生実習受け入れに対する謝礼
　聖隷クリストファー大学220円×4人×20日
　　　　　　　　　　　　220円×11人＋54千円
　東海アクシス看護専門学校330円×15人×3日
　＜充当先＞4.1.5.1（母子保健事業費）　88千円
●療育教室事業参加料　22千円
「特財（その他）」
　親子ふれあい教室傷害保険料20円×10組×76回　15,200円
　親子ふれあい教室託児傷害保険料10円×3人×76回　2,280円
　就園児教室傷害保険料20円×10組×20回　4,000円

43



R2 R1
款 項 説　　　　　　　　明節 節名称

所属名称 当　初
予算額

前年度
予算額

差　額目

22 5 2 3 衛生費雑入 子応課 子応課

　ペアレントプログラム傷害保険料10円×3人×6回×3コース　540円
　<充当先>4.1.5.4（発達支援事業費）　22千円
●親子教室参加料　13千円
　「特財（その他）」
　親子教室参加保険料10円×2人×10組×18回 3,600円
　　　　　　　　  10円×2人×20組×22回　8,800円
　親子教室託児保険料10円×5人×18回　900円
                  10円×2人×22回　440円
　<充当先>4.1.5.1（母子保健事業費）　13千円

22 5 2 8 教育費雑入 こ政課 こ政課 4,039 2,509 1,530

●預かり保育利用料　1,409千円
「特財（その他）」
　実施園に在園する幼児で保護者が就労又は疾病等により保育できない幼児や家庭の事情
により、緊急的又は一時的に保育が必要となる幼児等を通常保育日の通常保育時間終了後
に預かる際に保護者が支払う利用料
　＜充当先＞10.4.1.7　（幼稚園総務費【こども政策課（おおぞら）】）　1,074千円
       　　 10.7.1.2　（公立認定こども園総務費）　335千円
●保育教諭給食費負担金　2,599千円
「特財（その他）」
　保育教諭等が自園給食やおやつを食べた場合に利用者が支払う負担金
　＜充当先＞10.7.1.2　（公立認定こども園総務費）　2,599千円
●延長保育利用料　30千円
「特財（その他）」
　児童福祉の向上を図ることを目的として、保護者の就労形態の多様化に伴う保育時間の
延長に対する需要に対応するため、公立保育所において11時間の開所時間を超えて保育を
実施する際にかかる利用料
　＜充当先＞10.7.1.2　（公立認定こども園総務費）　30千円
●病後児保育利用料　1千円
「特財（その他）」
　病気の回復期にあり、集団保育が困難な児童で、かつ、保護者が勤務等の都合により家
庭で保育することが困難なものに対して、一時的に預かる際の保護者の利用料
　＜充当先＞10.7.1.2　（公立認定こども園総務費）　1千円

23 1 5 1 合併特例債 こ政課 こ政課 25,800 126,200 ▲ 100,400

合併特例債【こども政策課】　25,800千円
「特財（市債）」（充当率95％）
　・(福)愛育会　認定こども園西方保育園　園舎増改築・改築工事
　＜充当先＞3.2.1.22（幼保施設整備補助費（保育））　22,900千円
　・(福)愛育会　認定こども園西方保育園　園舎増改築・改築工事
　＜充当先＞10.1.4.1（幼保施設整備補助費（教育））　2,900千円

2,074,997 1,986,834 88,163歳入合計
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※担当課の省略表記は以下のとおり

部名
総務部 健康福祉部 教育文化部

秘広課 ･･･　秘書広報課 長介課 ･･･　長寿介護課 教総課 ･･･　教育総務課
地支課 ･･･　地域支援課 健づ課 ･･･　健康づくり課 学教課 ･･･　学校教育課

危機管理部 こども未来部 社教課 ･･･　社会教育課
危管課 ･･･　危機管理課 こ政課 ･･･　こども政策課 消防本部

企画財政部 子応課 ･･･　子育て応援課 消本部 ･･･　消防本部
企政課 ･･･　企画政策課 建設経済部 議会事務局

生活環境部 都計課 ･･･　都市計画課 議事局 ･･･　議会事務局
環推課 ･･･　環境推進課 商観課 ･･･　商工観光課 監査委員事務局
下水課 ･･･　下水道課 茶振課 ･･･　茶業振興課 監委事 ･･･　監査委員事務局
小市課 ･･･　小笠市民課
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