
※網かけは「重点事業」 （単位：千円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額
児童福祉運営事業 こどもみらい課

保育課
こども相談課

児童福祉審議会の運営を行います。こどもと家庭の
相談室を運営し、子どもや家庭に関するあらゆる相
談に応じるとともに、養育支援訪問事業の実施や要
保護児童対策地域協議会活動の推進及び児童虐待未
然防止事業の拡充を図ります。

21,886 22,038 36,892 31,758 31,717 29,798

子育て支援事業 こどもみらい課
こども相談課

子育て支援コンシェルジュの配置や子育て支援情報
誌の作成、子育て家庭を対象とした講座・イベント
などのを開催や、つどいの広場事業を実施します。
子どもの養育が一時的に困難となった場合に、児童
福祉施設等で養育を行います。

11,056 10,530 5,248 5,256 6,913 6,500

子ども・子育て支援
制度推進事業

こどもみらい課
保育課

市町村子ども・子育て支援事業計画を策定し（計画
期間：平成27～31年度（５カ年計画））、子どもた
ちが健やかに育つ環境を整備します。

63,375 29,146 H27廃止

＜重点事業＞
育児支援事業

こども相談課 鎌倉・深沢・大船子育て支援センターを運営し、子
育て親子の交流促進や子育ての情報提供、育児相談
に応じます。
岡本保育園の建替えに伴い、新たに子育て支援セン
ター機能を追加します。

37,904 36,563 H27廃止

＜重点事業＞
地域子育て支援拠点
事業

こどもみらい課
こども相談課

子育て支援センターの運営やつどいの広場の実施に
より、子育て家庭に対し、親子の交流促進や情報提
供、育児相談に応じ、育児不安などの解消を目指し
ます。

31,565 32,010 32,344 31,422
H27新規
H27新規重点
事業

ファミリー・サポー
ト・センター事業
育児家庭支援事業

こども相談課 育児や介護の援助を受けたい人と援助を行いたい人
同士の相互援助会員組織であるファミリー・サポー
ト・センターの運営を行います。

11,250 10,546 10,677 10,299 10,599 10,464 H27事業名変更

養育支援訪問等事業 こども相談課 要保護児童相談助言者の配置や講座の開催など、児
童虐待未然防止対策を行います。また、児童の養育
が一時的にに困難となる場合に、宿泊を含む一時的
な養育・保護を行います。

1,710 1,978 1,614 692 H27新規

子ども会館・子ども
の家管理運営事業

青少年課 子どもに健全な遊び場を提供し与え、心身の健やか
な育成を図るとともに、学童保育を必要とする児童
に対して、家庭的な支援指導を行うため、子ども会
館・子どもの家の管理運営を行います。

239,380 229,219 312,705 287,596 430,325 399,032

第４章（２）子育て　①すべての子育て家庭への支援

◆この施策の方針内で実施する事業（実施事業）

事業名 所管課 事業内容
平成26年度 平成27年度 平成28年度

備 考
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予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額
事業名 所管課 事業内容

平成26年度 平成27年度 平成28年度
備 考

小児医療助成事業 保険年金課 小児の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進
を図り、小児の養育者の経済的負担を緩和し、医療
を受けやすい環境を醸成するため、小児の医療費を
助成します。

482,678 456,373 484,797 464,253 491,349 437,820

未熟児養育医療事業 保険年金課 養育を行う必要のある未熟児に対して、諸機能を得
るまでに必要な入院医療にかかる費用を支給しま
す。

6,919 6,510 9,921 7,051 9,715 5,682

児童手当支給事業 こども相談課 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次
代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、
中学校修了までの児童を養育する親等に児童手当・
特例給付を支給します。

2,515,142 2,429,357 2,522,474 2,390,279 2,522,535 2,349,200

入院助産等事業 こども相談課 経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦への助
産施設での助産の実施や、生活面、育児面で援助を
必要とする母子家庭への母子生活支援施設の入所を
行います。

4,594 9,264 8,822 10,759 12,510 10,548

特定教育・保育施設
支援事業

保育課 特定教育・保育施設に対し給付を行うことで、児童
の処遇向上及び施設経営の健全化を図ります。

　
2,233,065 2,081,517 2,305,162 2,153,730 H27新規

特定地域型保育支援
事業

保育課 家庭的保育事業者、小規模保育事業者などの地域型
保育事業に対し給付を行うことで、児童の処遇向上
及び事業運営の健全化を図ります。

99,491 55,429 99,567 111,479 H27新規

特別保育事業 保育課 幼稚園、保育所及び認定こども園における一時預か
り、延長保育、病後児保育など、通常保育以外の保
育を行います。

84,915 61,703 79,986 67,738 H27新規

私立保育所等助成事
業

こどもみらい課
保育課

市内外の私立保育所に運営扶助費を、市外の私立保
育所に管外委託法外扶助費を執行します。また、私
立保育所に対し、民間保育所運営費補助金や障害児
保育事業費補助金、延長保育事業等補助金や民間保
育所運営改善費補助金等を交付します。

2,328,115 2,187,130 545,663 476,162 525,047 476,094

H27所管課名
変更
H27事業名変
更

認可外保育施設助成
事業

保育課 認定保育施設等に入所している児童の保育に要する
経費や処遇改善に要する経費等を助成します。 27,196 24,332 H27廃止

母子ひとり親家庭等
生活支援事業

こども相談課 ひとり親家庭の生活の安定や雇用の促進を図り、経
済的な自立を支援するため、ひとり親家庭自立支援
員による相談や児童扶養手当、家賃助成、高等技能
訓練促進費等を支給します。

356,325 335,070 356,924 323,436 348,478 304,491 H27事業名変更

ひとり親家庭等医療
助成事業

保険年金課 ひとり親家庭等の経済的負担を緩和し、医療を受け
やすい環境を醸成することで、生活の安定と自立を
支援するため、母子又は父子家庭等のこどもとその
養育者の医療費を助成します。

80,977 64,790 78,442 65,950 72,241 59,671
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予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額
事業名 所管課 事業内容

平成26年度 平成27年度 平成28年度
備 考

公立保育所管理運営
事業

こどもみらい課
保育課

公立保育所の維持管理、公立保育所の保育士・給食
調理員等の賃金、給食に係る経費、病後児保育事業
に係る経費、家庭的保育事業に係る経費等を執行し
ます。
岡本保育園の建替えを行い、保育を実施します。

375,465 336,335 392,056 349,438 415,607 374,758

あおぞら園管理運営
事業

発達支援室 発達に特別な支援を必要とする、概ね２歳からの幼
児を対象に、集団生活や遊びを通して、基本的生活
習慣や情緒、社会性等の発達を援助するとともに、
保護者に対しても必要な支援を行います。

60,246 57,451 58,106 49,871 56,899 52,766

子育て世帯臨時特例
給付金事業

臨時福祉給付金担当 子育て世帯臨時特例給付金の給付に係る周知、申請
受付、審査支給事務を行います。 155,727 163,496 78,173 54,099 H28廃止

就園支援事業 こどもみらい課 幼稚園等に就園する園児の保護者の経済的負担を軽
減し、また、その就園を奨励することを目的とした
私立幼稚園等就園奨励費補助金を交付します。

306,951 286,279 291,245 257,634 294,795 261380
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