
令和４年３月

湯 梨 浜 町 議 会 定 例 会

令和４年度

一般会計

当初予算参考資料
（歳出予算　事業概要書）

東　伯　郡　湯　梨　浜　町
【 子育て支援課 】



歳出予算
款 項 ページ

３．民生費

１．社会福祉費 1

２．児童福祉費 2

４．衛生費

１．保健衛生費 18

令和4年度　一般会計

歳出予算事業概要書　目次



款 03 01 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

71

03款 01項 01目 014200000事業 家庭子育て支援事業

補助基本額 13,560 補助率 50.0% 補助金額 6,780

15 原材料費 合　計 21,692 21,692

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 15020206417 おうちで子育てサポート事業交 6,780 8,100

繰入金

役務費 33 33 26 公課費
12 委託料 27 繰出金

10

補助金等の名称 鳥取県おうちで子育てサポート事業交付金

25 寄附金

18021401001 ふるさと湯梨浜応援基金繰入金 7,920

　　　　　　　（補助率:県1/2、町1/2）
　【一般財源】14,912千円

　パート勤務等で育児休業制度がない保護者が、この制度により給付金を受け安心して

11

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

13 使用料及び賃借料

19 扶助費 21,659 21,659
災害補償費 20 貸付金

　庭で保育を希望する保護者への経済的支援を行うことが出来ている。

６．財源の説明
　【県支出金(鳥取県おうちで子育てサポート事業交付金)】(1歳まで) 6,780千円　　　　

予備費
14 工事請負費

　子育てできる環境に寄与している。また、育児休業手当の受給期間が終了し、継続して家

　りができる。
　【令和3年度評価】年度末見込み制度利用件数：108件。出産を機に離職したり、自営業･

06 恩給及び退職年金 21

需用費

補償、補填及び賠償金

一般財源 14,912 5,588 9,324 5,978

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】経済的不安を緩和し、安心して子育てできるよう、昼間家庭で子育てを行
　う者に対して、1月につき30,000円を支給する。〇対象期間:対象児童が2歳に到達する日
　まで。(生後8週を超え、育児休業手当を受給していない期間が対象。)
　【事業の必要性】家庭での子育てを望む者に対し、給付金を支給することにより、子育て
　の多様な選択の幅ができる。また、経済的不安を緩和し、安心して子育てができる環境づ
　くりを推進するために必要である。

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費

補助単独区分単独事業 目的区分 民－社会福祉費

05

２．根拠法令
　湯梨浜町家庭子育て支援事業実施要綱

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣(福祉施策の推進)
　【地方創生総合戦略】｢安心して暮らせるまち｣(子育て環境の推進)
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく
　り｣(乳幼児を家庭で育てる保護者の支援)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】引き続き家庭で子育てを希望する保護者を経済的に支援する。祖父母等
　に家庭で保育していただいている方のさらなる申請件数･利用率の増加を図る。
　【事業の効果】こども園･保育所入所者へ保育料軽減支援を充実する一方、乳幼児期を家
　庭で子育てしたいと希望する保護者を経済的に支援し、安心して子育てができる環境づく

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

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 21,692 21,608 84 21,699 20,315

財
源
内
訳

国庫支出金

歳出予算事業概要書令和 4年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

民生費 項 社会福祉費 01

県支出金 6,780 8,100 △1,320 8,100
事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続

社会福祉総務費 所属 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0142 家庭子育て支援事業 (簡略番号：035643) 区　　分

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他 7,920 △7,920 7,621
臨･経 臨時 地方債
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03款 02項 01目 021300000事業 障がい児通所施設給付事業

31,980

15 原材料費 合　計 42,864 42,864

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 14010102413 障がい児通所給付費等負担金 21,320 11,501

都道府県支出金

11 役務費 218 218 26 公課費
12 委託料 27 繰出金

10

15010203407 障がい児通所給付費等負担金 10,660 5,750

　【県支出金】　障がい児通所給付費等負担金　　10,660千円
　【一般財源】10,884千円(補助率:国1/2、県1/4、町1/4)

　上のために必要な、訓練や社会との交流の促進、集団生活適応のための必要な支援を行う

補助金等の名称 障がい児通所給付費等負担金
補助基本額 42,641 補助率 75.0% 補助金額

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

13 使用料及び賃借料

19 扶助費 42,641 42,641
貸付金

　・R2からの継続：52人　R3新規：13人（10月末までの申請分）

６．財源の説明
　【国庫支出金】障がい児通所給付費等負担金　　21,320千円

予備費
14 工事請負費

　ことができた。

　地域社会への参加や包容を推進することができる。
　【令和3年度評価】障がい児通所支援事業の給付を行い、日常生活の知識･動作･技能の向

06 恩給及び退職年金 21

需用費 5 5 25 寄附金

補償、補填及び賠償金

一般財源 10,884 5,911 4,973 11,339

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】障がいを持った児童に、障害児支援利用計画に基づく障がい児通所支援（
　児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）の給付
　決定、給付費等の支給を行うもの。
　・通所給付費、相談支援給付費は審査、請求事務を全て国保連へ委託。
　・通所医療費は加入保険ごとに国保連と社保診療報酬支払基金へ支払い。
　【事業の必要性】地域で生活する障がい児の健やかな育成を支援するために必要である。

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費
05 災害補償費 20

　※令和3年度に町内に事業所が3カ所新設され、利用者が増加したことが増額要因である。

２．根拠法令
　児童福祉法、児童福祉法施行規則

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役のまちづくり｣(福祉施策の推進)
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているずべての家庭を支える環境づく
　り｣(障がい児のいる家庭の子育て支援)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】地域で生活する障がいを持った児童に、身近な地域での支援体制を強化
　･充実させる。本年度の対象者は、継続65人＋新規4人を見込む。
　【事業の効果】障がい児支援を利用することにより、地域の保育･教育等の支援を受けら
　れるようにすることで、障がいの有無に関わらず、全ての子どもが共に成長できるよう、

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

財
源
内
訳

国庫支出金 21,320 11,501 9,819 22,247
10,660 5,750 4,910 11,123

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債

事業

0213 障がい児通所施設給付事業 (簡略番号：032475) 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 42,864 23,162 19,702 44,709 22,606

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分 目的区分 民－児－その他

歳出予算事業概要書令和 4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 0101010500-0000 子育て支援課

県支出金
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【事業概要】 【事業費内訳】
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【実施計画】
部
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細節
03款 02項 01目 024300000事業 湯梨浜町放課後児童クラブ委託事業

補助金等の名称 子ども･子育て支援交付金
補助基本額 40,752 補助率 66.6% 補助金額 27,168

実施
計画

実施計画
計 上 額

84

国庫支出金 14020202023 子ども・子育て支援交付金 13,584
都道府県支出金 15020206225 子ども・子育て支援交付金 13,584

諸収入 20050302067 放課後児童クラブ利用料 13,941

12 委託料 54,860 54,860 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

15 原材料費 合　計 54,860 54,860

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

　が働きやすい環境づくりに資することができる。
　

６．財源の説明
　【国庫支出金】子ども･子育て支援交付金　13,584千円
　【県支出金課】子ども･子育て支援交付金　13,584千円(補助率:国1/3、県1/3、町1/3)
　【諸収入】放課後児童クラブ利用料　13,941千円【一般財源】13,751千円

23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

報償費 22

14 工事請負費

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

災害補償費 20 貸付金

07 償還金､利子及び割引料

08 旅費

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】仕事と子育て両立支援のため、昼間保護者がいない家庭の児童を預かる町
　内5箇所の放課後児童クラブの運営を、支援員の人員確保及び環境の向上のため委託し、
　児童に適切な学び･生活の場を提供する。
　【事業の必要性】児童クラブの安定した運営の確保が、保護者の就労できる条件の一因と
　なっている。また、児童にとっても長時間過ごす場所であるため、心身ともに健全に過ご
　せるように努めるとともに、保護者が安心して就労等行える環境を整えるために必要であ
　る。

04 共済費 19 扶助費
05

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

２．根拠法令
　児童福祉法、町放課後児童クラブの設置に関する条例、同管理運営に関する規則

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣(福祉施策の推進)
　【地方創生総合戦略】｢安心して暮らせるまち｣(子育て環境の推進)
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢働きながら子育てをしている家庭を支援する環境
　づくり｣(多様な働き方を応援するための保育サービスの充実促進)
　

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】児童クラブ支援員が不足している児童クラブに支援員を補充するととも
　に、現存の職員に研修等受講させ、安定した運営と環境の向上を図る。
　【事業の効果】平日及び長期休暇等に安定的に開設し、放課後児童の健全育成と、保護者

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 地方債
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他 13,941 13,941
補助単独区分 目的区分 民－児－その他 一般財源 13,751 13,751

歳出予算事業概要書令和 4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 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0243 湯梨浜町放課後児童クラブ委託事業 (簡略番号：042803) 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 54,860 54,860

財
源
内
訳

国庫支出金 13,584 13,584
県支出金 13,584 13,584

3



款 03 02 目

大
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細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【実施計画】
部
章
節

細節

1
使用料

負担金 12020203012 低年齢児受入特別配置負担金 63
負担金 12020203202 こども園副食費 2,268 2,322
諸収入 20050201403 認定こども園給食弁償金 1,842 2,182

実施
計画

14020202023 子ども・子育て支援交付金

実施計画
計 上 額

85

03款 02項 02目 001600000事業 とうごうこども園運営経常経費

都道府県支出金 15020206225 子ども・子育て支援交付金 35 54
都道府県支出金 15020206416 保育料無償化等子育て支援事業 1,610 1,790

使用料 12020203004 一時保育事業保育料 36 58
使用料 12020203008 延長保育事業保育料 115 200
使用料 12020203013 一時預かり事業保育料（在園児

12 委託料

12020203201 保育所措置児童保育料 6,388 5,966
使用料 13010201001 施設型給付使用料 1,372 1,383

14 工事請負費
15 原材料費 33 33 合　計 70,468 70,468

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

10 需用費 14,366 14,366 25 寄附金
11 役務費 1,201 1,201 26 公課費

09 交際費 24 積立金

881 881 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 249 249 予備費

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】0歳から就学前までの子どもたちの健やかな育てと豊かな人間性の育成

　「共に支え合う町民が主役のまちづくり」（福祉世策の推進）
　【第２期子ども･子育て支援事業計画】「子育てをしているすべての家庭を支える環境づ
　くり」（教育･保育の一体的提供） 35 54

都道府県支出金 15020206007 特別保育事業補助金 1,182 1,182
都道府県支出金 15020206015 保育士特別配置事業補助金 648 945

　を目指す。【事業の効果】①発達段階をふまえ、子どもが主体的に考え行動する力の育成
　②運動機能の向上・人と関わる力の育成等の教育・保育に努める③個別支援を充実させ、
　一人一人の発達を保障する④乳幼児期の親子の関わりの啓発と環境構成に努め、子育て・
　親育てに取り組む⑤研修を推進し職員の質の向上を図る
　≪令和4年度当初見込み児童数≫112名
　（0歳児:9人、1歳児:12人、2歳児:23人、3歳児:19人、4歳児:26人、5歳児:23人）
　【令和3年度評価】子どもの発達や興味関心に応じた豊かな体験や学びができるように実
　践した。健康管理には十分に留意し、安心・安全な教育・保育を進めて行った。

６．財源の説明
　【国庫支出金】35千円　【県支出金】3,475千円　【使用料】　 7,911千円
　【負担金】 2,268千円　【諸収入】　1,842千円　【一般財源】54,937千円

節

03 職員手当等　【事業の必要性】地域の人や自然、文化とのふれあいを大切にした豊かな生活経験を重ね
　遊びを通して学びに向かう力を育てるとともに、子どもの健全な心身の発達を図りつつ、
　生涯にわたる人格形成の基礎を培うため必要である。

２．根拠法令
　子ども子育て支援法、児童福祉法、町立こども園の設置及び管理に関する条例、同管理運
　営に関する規則

３．用地の状況
　町有地（行政財産）

４．基本計画との関連
　【第４次総合計画】「志をもって共に学び、明日を拓くひとづくり」（幼児教育の充実）

04 共済費 6,996 6,996 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 19,542 19,542 16 公有財産購入費
02 給料 17,958

補助単独区分 目的区分 民－児－保育所 一般財源 54,937 55,906 △969 53,640

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】0歳から就学前の子どもたちの発達に応じた環境のもとで、乳幼児期に相
　応しい活動・集団生活の場を提供する。

8,600 8,600 18 負担金､補助及び交付金

17,958 17 備品購入費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 56 56 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 586 586 23 投資及び出資金

民生費 項 児童福祉費 02 児童措置費 所属 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0016 とうごうこども園運営経常経費 (簡略番号：033976) 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 70,468 72,106 △1,638 68,812 53,711

財
源
内
訳

国庫支出金 35 54 △19 26
県支出金 3,475 3,971 △496 3,821

12,175 △154 11,325
事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他 12,021

歳出予算事業概要書令和 4年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【実施計画】
部
章
節

細節

負担金 12020203202 こども園副食費 1,836 1,242
諸収入 20050201403 認定こども園給食弁償金 1,681 1,760

使用料 12020203201 保育所措置児童保育料 5,808 5,559
使用料 13010201001 施設型給付使用料 1,959

実施
計画

実施計画
計 上 額

86

03款 02項 02目 002100000事業 たじりこども園運営経常経費

都道府県支出金 15020206007 特別保育事業補助金 591 295
都道府県支出金 15020206015 保育士特別配置事業補助金 1,188 315
都道府県支出金 15020206225 子ども・子育て支援交付金 73 58
都道府県支出金 15020206416 保育料無償化等子育て支援事業 536 1,193

使用料 12020203004 一時保育事業保育料 74 62
使用料 12020203008 延長保育事業保育料 142 65
使用料 12020203013 一時預かり事業保育料（在園児 2 60

13 使用料及び賃借料 242 242 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 33 33 合　計 66,723 66,723

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 14020202023 子ども・子育て支援交付金 73 58

23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 13,443 13,443 25 寄附金
11 役務費 900 900 26 公課費
12 委託料 852 852 27 繰出金

　同管理運営に関する規則

３．用地の状況
　町有地(行政財産)

４．基本計画との関連
　【第４次総合計画】｢志をもって 共に学び 明日を拓く ひとづくり｣(幼児教育の充実)
　｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣(福祉施策の推進)
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく
　り｣(教育･保育の一体的提供)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】乳幼児期にふさわしい生活の展開･遊びの環境を整え、自主自立･協調の
　態度を養い、心も体も健康でたくましく生きる力をつける。【事業の効果】①安心できる
　教育･保育の環境づくりに心がける。②職員の資質向上や職員間の連携を深め、教育･保育
　の充実に努める。③教育課程を基に、子どもの思いに寄り添い、子どもの発達と連続性を
　大事にしていく。④家庭地域との連携を図り、地域の子育て支援の拠点として保護者支援
　をする。＜令和4年度当初見込み児童数＞計102人
　(0歳児:6人、1歳児:20人、2歳児:14人、3歳児:22人、4歳児:26人、5歳児:14人）
　【令和3年度の評価】日々の安全点検や施設点検等をこまめに行うと共に、教育･保育の環
　境づくりも考慮し、安心安全な環境に心がけた。また、職員は様々な研修等に積極的に参
　加し自己研鑽に努め、学んだことを全職員で共有し実践につなげた。今後も職員の資質向
　上を図りたい。

６．財源の説明
　【国庫支出金】73千円　【県支出金】2,388千円　【使用料】　 7,985千円
　【負担金】 1,836千円　【諸収入】　1,681千円　【一般財源】52,760千円

節 本年度要求 本年度査定 節
01 報酬 24,110 24,110 16 公有財産購入費
02 給料 13,974 13,974 17 備品購入費
03 職員手当等 6,468 6,468 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金
06

経費区分 未設定 事業の種類 未設定 その他 11,502 8,748 2,754 12,623
補助単独区分 目的区分 民－児－保育所 一般財源 52,760 49,665

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】子どもの健全な心身の発達を図り、安全で安心できる環境を整え、家庭･
　地域と連携し信頼される園経営に努める。
　【事業の必要性】自発的に遊びや生活を進める中で、幼児期の終わりまでに育ってほしい
　10の姿を念頭に置いて捉え、子ども一人一人の育ちに寄り添い、心も体も健康でたくまし
　く生きる力の基礎を育んでいく必要がある。

２．根拠法令
　子どもの子育て支援法、児童福祉法、町立認定こども園の設置及び管理に関する条）例、

本年度要求 本年度査定

恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07

6,059 6,059 19

報償費 51 51 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 591 591

歳出予算事業概要書令和 4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 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0021 たじりこども園運営経常経費 (簡略番号：022055)

財
源
内
訳

国庫支出金 73 58 15
県支出金 2,388 1,861 527

3,095 44,328

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 66,723 60,332 6,391 58,202 52,069

1,251
事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債

5
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【実施計画】
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章
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細節
03款 02項 02目 004600000事業 はわいこども園運営経常経費

使用料 12020203013 一時預かり事業保育料（在園児 82 3
使用料 12020203201 保育所措置児童保育料 6,969 7,051
負担金 12020203202 こども園副食費 3,564 3,348

実施
計画

実施計画
計 上 額

88

国庫支出金 14020202023 子ども・子育て支援交付金 29 52
都道府県支出金 15020206007 特別保育事業補助金 1,773 1,182
都道府県支出金 15020206015 保育士特別配置事業補助金 972 945
都道府県支出金 15020206225 子ども・子育て支援交付金 29 52
都道府県支出金

182 予備費
14 工事請負費
15 原材料費

諸収入 20050201403 認定こども園給食弁償金 2,182 2,433

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

15020206416 保育料無償化等子育て支援事業 966 1,909

　【国庫支出金】29千円　【県支出金】3,740千円　【使用料】　 7,484千円

　交流の機会を設け、感じる心、考える力、かかわる力を養うことができる。
　≪令和4度当初見込み児童数≫　計146人
　(0歳児:9人、1歳児:16人、2歳児:23人、3歳児:31人、4歳児:41人、5歳児:26人)
　【令和3年度評価】“感じたことや考えたことを自分なりに表現する子ども”を目指す子
　ども像とし、「身体を十分に動かす心地よさを体験し、しなやかな心と体を育む」ことを
　重点目標として、園内研修等積み重ねながら、職員で共通理解取り組んだ。

６．財源の説明

使用料 12020203004 一時保育事業保育料 30 56
使用料 12020203008 延長保育事業保育料 403 259

08 旅費 801 801 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

33 33 合　計 87,798 87,798

12 委託料 963 963 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 182

03 職員手当等 10,529 10,529 18 負担金､補助及び交付金

10 需用費 17,989 17,989 25 寄附金
11 役務費 1,379 1,379 26 公課費

災害補償費 20 貸付金

償還金､利子及び割引料

　【負担金】 3,564千円　【諸収入】　2,182千円　【一般財源】70,799千円

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 23,993 23,993 16 公有財産購入費
02 給料 21,873 21,873 17 備品購入費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 65 65 22

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】園･家庭･地域での連続性を大切にし、子育て支援の充実を図るとともに、
　小学校教育との円滑な接続を重視し、0歳児から就学前までの一貫した教育及び保育を展
　開する。
　【事業の必要性】子どもの生活の多様性を踏まえ、子どもの興味関心と発達に考慮しなが
　ら、生きる力の基礎となる資質･能力を育む必要がある。

２．根拠法令

04 共済費 9,991 9,991 19 扶助費
05

　子ども子育て支援法、児童福祉法、町立認定こども園の設置及び管理に関する条例、同管
　理運営に関する規則
　

３．用地の状況
　町有地（行政財産）

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢志をもって 共に学び 明日を拓く ひとづくり｣（幼児教育の充実）
　｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣（福祉施策の推進）
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく
　り｣(教育･保育の一体的提供)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】子どもの発達や興味関心に応じた活動･経験を図り、豊かな人間性の育
　成をめざす。
　【事業の効果】主体的に取り組む態度･意欲を養い、異年齢の関わりや地域の自然･人との

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他 13,230 13,150 80 13,271
補助単独区分 目的区分 民－児－保育所 一般財源 70,799 69,701 1,098 72,685

歳出予算事業概要書令和 4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 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0046 はわいこども園運営経常経費 (簡略番号：031938) 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 87,798 86,991 807 89,239 79,246

財
源
内
訳

国庫支出金 29 52 △23 2
県支出金 3,740 4,088 △348 3,281

6
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【特定財源の内訳】
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細節
03款 02項 02目 005100000事業 あさひこども園運営経常経費

６．財源の説明
　【国庫支出金】26千円　【県支出金】1,664千円　【使用料】　 2,400千円
　【負担金　 】594千円　【諸収入】　1,000千円　【一般財源】34,529千円　　

　験を重ね、学びの場となるような取り組みを行った。また、昨年度に引き続き、新型コロ
　ナウイルス感染防止に努め、手洗い･うがい･消毒等の徹底、行事の見直しなど工夫した。

使用料 12020203201 保育所措置児童保育料 2,323 3,525

諸収入 20050201403 認定こども園給食弁償金 1,000 1,254

実施
計画

実施計画
計 上 額

89

都道府県支出金 15020206015 保育士特別配置事業補助金 108 630

使用料 12020203004 一時保育事業保育料 26 22
使用料 12020203008 延長保育事業保育料 34 40
使用料 12020203013 一時預かり事業保育料（在園児 17 4

合　計 40,213 40,213

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 14020202023 子ども・子育て支援交付金 26 20

都道府県支出金 15020206007 特別保育事業補助金 886 295

　≪令和４年度当初見込み園児数≫計43人　　　　　　　　　　　　　　　
　(0歳児:3人、1歳児:1人、2歳児:12人、3歳児:12人、4歳児:8人、5歳児:7人)
　【事業の効果】就学を意識した、年齢発達に応じた幼児教育につなげる。また、地域子育

都道府県支出金 15020206225 子ども・子育て支援交付金 26 20
都道府県支出金 15020206416 保育料無償化等子育て支援事業 644 835

11 役務費 576 576 26 公課費
12 委託料 771 771 27 繰出金

10 需用費 6,637

備品購入費

予備費
14 工事請負費

　ての拠点としての子育て･親育ちの支援の充実を図る。
　【令和3年度評価】家庭と連携し、子どもの発達や興味に応じた豊かな生活体験･自然体

13 使用料及び賃借料 21 21

負担金 12020203202 こども園副食費 594 486

15 原材料費 33 33

3,599 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 11,323 11,323 16 公有財産購入費
02 給料 11,948 11,948 17

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

一般財源 34,529 31,354 3,175 24,631

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】安心安全な環境を整え、知･徳･体を柱としためざす子ども像と子どもの発
　達課題や各年齢に応じた学級経営方針との調和ある育みを実施する。
　【事業の必要性】日々の生活経験や体験を大切にし、泊地域の良さを生かした教育･保育
　生きる力の基礎を培うきめ細やかな教育･保育を行う上で必要である。

２．根拠法令

03 職員手当等 4,722 4,722 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 3,599

　子ども子育て支援法、児童福祉法、町立認定こども園設置及び管理に関する条例、同管理
　運営に関する規則

３．用地の状況
　町有地（行政財産）

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢志をもって 共に学び 明日を拓く まちづくり｣（幼児教育の充実）
　｢共に支え合い 笑顔いっぱいの まちづくり｣（福祉施策の推進）
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく
　り｣(教育･保育の一体的提供)
　【過疎地域持続的発展計画】｢子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増
　進｣(こども園整備事業)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】0歳児から就学前までの子どもの友達･地域･自然とのかかわりを通した
　体験を大切にし、心身共に健康でたくましい子どもを育てる教育･保育を実践する。　　

07 報償費 43 43 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 540 540 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

6,637 25 寄附金

事業

0051 あさひこども園運営経常経費 (簡略番号：006862) 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 40,213 38,485 1,728 29,931 28,821

財
源
内
訳

国庫支出金 26 20 8
県支出金 1,664 1,780 △116 1,647

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債
経費区分 未設定 事業の種類 未設定 その他 3,994 5,331 △1,337 3,645
補助単独区分 目的区分 民－児－保育所

歳出予算事業概要書令和 4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 0101010500-0000 子育て支援課

6
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款 03 02 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【実施計画】
部
章
節

細節

60
使用料

負担金 12020203202 こども園副食費 1,080 810
諸収入 20050201403 認定こども園給食弁償金 1,008 1,087

実施
計画

14020202023 子ども・子育て支援交付金

実施計画
計 上 額

91

03款 02項 02目 006100000事業 わかばこども園運営経常経費

都道府県支出金 15020206225 子ども・子育て支援交付金 55 77
都道府県支出金 15020206416 保育料無償化等子育て支援事業 428 596

使用料 12020203004 一時保育事業保育料 56 82
使用料 12020203008 延長保育事業保育料 68 74
使用料 12020203013 一時預かり事業保育料（在園児 18

12 委託料

12020203201 保育所措置児童保育料 2,758 2,847
使用料 13010201001 施設型給付使用料 648

14 工事請負費
15 原材料費 33 33 合　計 34,348 34,348

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

10 需用費 7,555 7,555 25 寄附金
11 役務費 684 684 26 公課費

09 交際費 24 積立金

648 648 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 82 82 予備費

　り」（教育・保育の一体的提供）
　【過疎地域持続的発展計画】「子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増
　進」(こども園整備事業）

　【第4次総合計画】「志をもって 共に学び　明日を拓く ひとづくり」(幼児教育の充実)
　「共に支え合う 町民が主役のまちづくり」（福祉施策の推進）
　【第２期子ども子育て支援事業計画】「子育てをしているすべての家庭を支える環境づく 55 77

都道府県支出金 15020206007 特別保育事業補助金 591
都道府県支出金 15020206015 保育士特別配置事業補助金 324 420

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】心身共にたくましい子ども・思いやりのある子ども・自分の思いが言え
　る子ども等をめざす子ども像とし、養護と保育が一体となった教育保育を推進する。また
　個別の発達支援、保護者の子育て力育成に向けた啓発等に努める。
　≪令和4年度当初見込み園児数数≫　計50人
　(0歳児:3人、1歳児:6人、2歳児:10人、3歳児:10人、4歳児:17人、5歳児:4人)
　【事業の効果】園児の基本的生活習慣、人と関わる力や積極性・表現力を育成する。
　【令和3年度評価】異年齢児との交流を工夫し、同年齢だけではなく、異年齢で関わりな
　がら、子どもたちの発達や興味に応じた活動を提供することが出来た。

６．財源の説明
　【国庫支出金】 55千円　【県支出金】1,398千円　【使用料】　 3,548千円
　【負担金】　1,080千円　【諸収入】　1,008千円　【一般財源】27,259千円

節

03 職員手当等　【事業の必要性】一人ひとりの発達に即したきめ細やかな指導を通し、基本的生活習慣の
　定着と異年齢児との交流を通して人と関わる力を養う等、生涯にわたる生きる力の基礎を
　培う。子ども環境変化、多様化する保護者ニーズを的確に把握し、保育と学びの場を提供
　する必要がある。

２．根拠法令
　子ども子育て支援法、児童福祉法
　湯梨浜町立認定こども園設置及び管理に関する条例・同管理運営に関する規則

３．用地の状況
　町用地（行政財産）

４．基本計画との関連

04 共済費 3,512 3,512 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 9,867 9,867 16 公有財産購入費
02 給料 8,018

補助単独区分 目的区分 民－児－保育所 一般財源 27,259 25,514 1,745 24,575

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】安心安全な教育・保育環境を整え、0歳～就学前までの乳幼児の発達保障
　の充実を図るとともに、地域から信頼されるこども園を目指して運営にあたる。

3,649 3,649 18 負担金､補助及び交付金

8,018 17 備品購入費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 44 44 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 256 256 23 投資及び出資金

民生費 項 児童福祉費 02 児童措置費 所属 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0061 わかばこども園運営経常経費 (簡略番号：006971) 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 34,348 31,644 2,704 31,077 31,739

財
源
内
訳

国庫支出金 55 77 △22 57
県支出金 1,398 1,093 305 908

4,960 676 5,537
事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債
経費区分 未設定 事業の種類 未設定 その他 5,636

歳出予算事業概要書令和 4年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 03 02 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【実施計画】
部
章
節

細節

諸収入 20050201403 認定こども園給食弁償金 921 1,087

使用料 12020203201 保育所措置児童保育料 2,178 1,762
負担金 12020203202 こども園副食費 1,026 972

実施
計画

実施計画
計 上 額

92

03款 02項 02目 006600000事業 まつざきこども園運営経常経費

都道府県支出金 15020206007 特別保育事業補助金 591 296
都道府県支出金 15020206015 保育士特別配置事業補助金 324 210
都道府県支出金 15020206225 子ども・子育て支援交付金 43 45
都道府県支出金 15020206416 保育料無償化等子育て支援事業 214 357

使用料 12020203004 一時保育事業保育料 44 48
使用料 12020203008 延長保育事業保育料 24 23
使用料 12020203013 一時預かり事業保育料（在園児 6 4

13 使用料及び賃借料 90 90 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 33 33 合　計 29,350 29,350

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 14020202023 子ども・子育て支援交付金 43 45

23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 6,323 6,323 25 寄附金
11 役務費 773 773 26 公課費
12 委託料 762 762 27 繰出金

　理運営に関する規則

３．用地の状況
　町有地（行政財産）

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢志をもって 共に学び 明日を拓く まちづくり｣(幼児教育の充実)
　｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣(福祉施策の推進)
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく
　り｣(教育･保育の一体的提供)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】①子育て支援の充実②地域との連携による子育て環境づくりを通した
　乳幼児保育･教育の実施③園内外の研修を通して全職員の資質向上、共通理解を図る。
　≪令和4年度当初見込み児童数≫計41人
　(0歳児:3人、1歳児:5人、2歳児:7人、3歳児:6人、4歳児:10人、5歳児:10人)
　【事業の効果】自然体験、食育体験、地域交流等様々な体験活動を通して、健やかな体と
　心、主体性を育てることができる。
　【令和3年度評価】新型コロナウィルス感染症の不安の中で家庭･地域と連携し、行事の
　在り方を検討しながら例年と違う形で開催したり、子どもたちの体験が例年と同じように
　できるように意識して取り組んだ。

６．財源の説明
　【国庫支出金】　43千円　【県支出金】1,172千円　【使用料】　 2,252千円
　【負担金】　 1,026千円　【諸収入】　　921千円　【一般財源】23,936千円

節 本年度要求 本年度査定 節
01 報酬 10,246 10,246 16 公有財産購入費
02 給料 5,942 5,942 17 備品購入費
03 職員手当等 2,754 2,754 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金
06

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他 4,199 3,896 303 3,466
補助単独区分 目的区分 民－児－保育所 一般財源 23,936 21,599

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】｢乳幼児にふさわしい環境の中で、様々な体験をとおして生きる力の基礎
　を育み、人間性豊かな心身ともにたくましい子どもの育成に努める｣を目標に、乳幼児保
　育･教育を行うもの。
　【事業の必要性】家庭教育･保護者支援と地域との交流に重点をおいた信頼ある園づくり
　学校との連携を密にしながら、連続し一貫した保育･教育を行うために必要である。

２．根拠法令
　子ども子育て支援法、児童福祉法、町立認定こども園の設置及び管理に関する条例、同管

本年度要求 本年度査定

恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07

2,176 2,176 19

報償費 35 35 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 216 216

歳出予算事業概要書令和 4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 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0066 まつざきこども園運営経常経費 (簡略番号：034170)

財
源
内
訳

国庫支出金 43 45 △2 83
県支出金 1,172 908 264

2,337 23,252

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 29,350 26,448 2,902 27,790 21,658

989
事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債

9



款 03 02 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

93

03款 02項 02目 006800000事業 教育・保育給付費負担金

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

15 原材料費 合　計 24,579 24,579

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 14010102201 教育・保育給付交付金 10,712 15,379

都道府県支出金 15010203201 教育・保育給付費負担金 4,859

11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金

7,688
都道府県支出金 15020206416 保育料無償化等子育て支援事業 429 238

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

19 扶助費
05 災害補償費

　のための適切な保育の提供を図ることができた。

６．財源の説明
　【国庫負担金】10,712千円【県支出金】5,288千円【一般財源】8,579千円

13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく
　り｣(教育･保育の一体的提供)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】町外の公立保育所･認定こども園･幼稚園を利用する保護者について、公
　立施設は市町村、私立施設は事業者の代理受領という形で、施設型給付費を支払う。

20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

一般財源 8,579 14,840 △6,261 12,951

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 24,579 24,579
04 共済費

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】保護者の就労要件やニーズによって、他市町の公立保育所、認定こども園
　幼稚園に入園した児童に適切な教育･保育を提供するため、他市町の公立施設については
　運営する市町村に、私立施設については運営する法人に教育･保育を委託するとともに、
　請求に基づいて国の基準額で算出した入園児童数分の施設型給付費を支払うもの。
　【事業の必要性】子どもを産み育てやすい環境を整えるため、保護者の就労形態や社会環
　境など、保護者や家庭の多様化･複雑化する教育･保育ニーズを的確に把握するとともに、
　子どもに適切な教育･保育を提供することができる。

２．根拠法令
　子ども･子育て支援法による施設型給付費、児童福祉法

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣（福祉施策の推進）
　｢志をもって 共に学び 明日を拓く ひとづくり｣(幼児教育の充実)

　（令和4年度当初見込み児童数　私立認定こども園28人(R3当初見込み　37人)）
　【事業の効果】就労形態等を理由に管外施設を利用希望の保護者に対し、教育･保育が提
　供できる。
　【令和3年度評価】施設型給付費の支払いを通じて、他市町村の公立保育所等に通う児童

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

事業

0068 教育・保育給付費負担金 (簡略番号：034501) 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 24,579 38,145 △13,566 31,553 37,286

財
源
内
訳

10,712 15,379 △4,667 12,387
県支出金 5,288 7,926 △2,638 6,215

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分 目的区分 民－児－保育所

歳出予算事業概要書令和 4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 0101010500-0000 子育て支援課

国庫支出金

10
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節
03款 02項 02目 006900000事業 施設等利用給付負担金

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額

93

国庫支出金 14010102415 子育てのための施設等利用給付 2,645 1,911
都道府県支出金 15010203408 子育てのための施設等利用給付 1,322 955

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

15 原材料費 合　計 5,291 5,291

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(子育てのための施設等利用給付交付金)】2,645千円

　【本年度の計画】幼児教育･保育の無償化に関し保護者のニーズに併せた幅広い援助を行
　う。（R4当初見込み児童数　14人）
　【事業の効果】幼児教育･保育の無償化に関する制度実施によるものである。認可外保育
　施設等を使用する保護者の経済的支援につながる。
　【令和3年度の評価】保護者のニーズに併せた施設等利用に係る保護者の経済的負担軽減
　を図ることができた。

６．財源の説明

23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

報償費 22

14 工事請負費

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

災害補償費 20 貸付金

07 償還金､利子及び割引料

08 旅費

　【県支出金(子育てのための施設等利用給付事業)】1,322千円
　【一般財源】1,324千円(補助率:国1/2、県1/4、町1/4)　

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】子ども･子育て支援法の改正により、子ども･子育て支援の内容及び水準に
　ついて、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切な
　ものであることに加え、子どもの保護者の経済的負担の軽減に適切に配慮されたものとす
　る旨が基本理念に追加され、利用者負担を無償化する措置が講じられるとともに、新たに
　子育てのための施設等利用給付が創設された。対象施設等は、子どものための教育･保育
　給付の対象外である幼稚園や認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保
　育事業など、市町村の確認を受けたものを対象として、施設を利用した際に要する費用の

5,291 5,291
04 共済費 19 扶助費
05

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

　一部を支給する。
　【事業の必要性】Ｒ1.10月からの幼児教育･保育の無償化に関する制度実施に対応するも
　のである。認可外保育施設等を使用する保護者の経済的支援を行うため必要である。

２．根拠法令
　子ども･子育て支援法、子ども･子育て支援法施行令、子ども･子育て支援法施行規則
　町子ども･子育て支援法施行細則、町保育の必要性の認定基準に関する規則

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣（福祉施策の推進）
　｢志をもって 共に学び 明日を拓く ひとづくり｣(幼児教育の充実)
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく
　り｣(教育･保育の一体的提供)

５．本年度の計画効果

955 367 1,202
事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 地方債
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分 目的区分 民－児－保育所 一般財源 1,324 958 366 1,204

歳出予算事業概要書令和 4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 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0069 施設等利用給付負担金 (簡略番号：039208) 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 5,291 3,824 1,467 4,810 2,850

財
源
内
訳

国庫支出金 2,645 1,911 734 2,404
県支出金 1,322

11



款 03 02 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額

93

03款 02項 02目 007500000事業 こども園整備事業

14 工事請負費 7,996 7,996
15 原材料費 合　計 8,744 8,744

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 14020402201 住宅・建築物耐震改修等事業補 766
繰入金 18021401001 ふるさと湯梨浜応援基金繰入金 2,973 3,878
地方債 21010201003 過疎対策事業債（まつざきこど 4,500

27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

　【本年度の計画】(1)需用費(修繕):①一般修繕300千円、②(たじり)電気計器取外し工事8

10 需用費 388 388 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

　8千円(2)工事請負費：①(まつざき)プールサイド床面改修 4,562千円、②(わかば)すべり
　台更新工事 524千円、③(わかば)駐車場街路灯更新 355千円、④(ながせ)0・1歳児室テラ
　スクッションフロア更新 858千円、⑤(旧羽合幼)建物庇改修 781千円　他(3）備品購入費
　：①(とうごう)哺乳びん用殺菌保管庫1台購入 152千円、②(まつざき)ワイヤレスアンプ1
　台購入 110千円、③(たじり)洗濯機1台更新 53千円、④(あさひ)デジタル身長計1台更新 
　46千円　他
　【事業の効果】各園の修繕等を一括発注することにより経費の節減を図るとともに、速や
　かに対応することができる。
　【令和3年度評価】ながせこども園（非常用発電設備、空調、ガス給湯器改修）、まつざ
　きこども園（高圧受電設備、園庭テラス床改修）、たじりこども園（エアコン、火災受信
　盤改修）など、園児が安心して過ごせる環境を確保し、安全な園運営を進めた。

６．財源の説明
　【過疎対策事業債】4,500千円、【繰入金(ふるさと湯梨浜応援基金)】2,973千円
　【一般財源】 1,271千円

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料

補助単独区分 目的区分 民－児－保育所 一般財源 1,271 6,321 △5,050 7,778

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】町立認定こども園施設の故障･老朽設備の修繕などを実施し、各こども園
　施設を適切に管理する。

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

17 備品購入費 360 360

２．根拠法令
　子ども子育て支援法、児童福祉法、町立認定こども園の設置及び管理に関する条例

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣(福祉施策の推進)｢志をもっ
　て 共に学び 明日を拓く ひとづくり｣(幼児教育の充実)
　【過疎地域持続的発展計画】｢子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増
　進｣(こども園整備事業)【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての
　家庭を支える環境づくり」(教育･保育施設の整備)

５．本年度の計画効果

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

12 委託料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

民生費 項 児童福祉費 02 児童措置費 所属 0101010500-0000 子育て支援課

県支出金

　【事業の必要性】通園している子どもたちに、安全で安心な保育･教育環境を提供するた
　め、施設整備･管理を適切に実施していく必要がある。

事業

0075 こども園整備事業 (簡略番号：006826) 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 8,744 10,965 △2,221 14,514 5,664

財
源
内
訳

国庫支出金 766 △766 710

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債 4,500 4,500
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他 2,973 3,878 △905 6,026

歳出予算事業概要書令和 4年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

12



款 03 02 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

94

03款 02項 02目 009000000事業 広域入所委託料

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

15 原材料費 合　計 31,064 31,064

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 14010102201 教育・保育給付交付金 15,212 20,907

都道府県支出金 15010203201

11 役務費 26 公課費
12 委託料 31,064 31,064 27 繰出金

10,453
都道府県支出金 15020206416 保育料無償化等子育て支援事業 107 476

使用料 12020203201 保育所措置児童保育料 1,016 2,034

教育・保育給付費負担金 6,430

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

19 扶助費

　を希望する保護者について、保育実施の委託を行うことで保育ニーズに応えることができ
　た。

６．財源の説明
　【国庫支出金】15,212千円　【県支出金】6,537千円　【使用料】1,016千円
　【一般財源】　 8,299千円

13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

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

一般財源 8,299 12,447 △4,148 12,449

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】保護者の就労要件やニーズによって、他市町の私立保育所に入園した児童
　に適切な保育を提供するため、運営する法人に保育を委託するとともに、請求に基づいて
　国の公定価格で算出した入園児童数分の運営費を支払うもの。
　【事業の必要性】子どもを産み育てやすい環境を整えるため、保護者の就労形態や社会環
　境など、保護者や家庭の多様化･複雑化する教育･保育ニーズを的確に把握するとともに、
　子どもに適切な保育を提供する。

２．根拠法令
　子ども･子育て支援法による施設型給付費、児童福祉法

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣(福祉施策の推進)
　｢志をもって 共に学び 明日を拓く ひとづくり｣(幼児教育の充実)
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく
　り｣(教育･保育の一体的提供)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】勤務先に近く送迎に便利等の理由等で、町外の私立保育所を利用する保
　護者の便宜を図り、当該事業所との委託契約により保育実施委託を行い、その経費として
　施設型給付費で算出した経費を請求に基づき支払いをする。
　（令和4年度当初見込み広域入所者数:私立保育所23人(R3当初　38人)）
　【事業の効果】就労形態等を理由に管外施設の利用を希望する保護者に対し、保育が提供
　できる。
　【令和3年度評価】勤務先等の都合や、本町への転入後も引き続き町外私立保育所の利用

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

事業

0090 広域入所委託料 (簡略番号：006559) 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 31,064 46,317 △15,253 42,808 50,346

財
源
内
訳

国庫支出金 15,212 20,907 △5,695 19,813
県支出金 6,537 10,929 △4,392 8,381

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債
経費区分 未設定 事業の種類 未設定 その他 1,016 2,034 △1,018 2,165
補助単独区分 目的区分 民－児－保育所

歳出予算事業概要書令和 4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 0101010500-0000 子育て支援課
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節
03款 02項 02目 009100000事業 太養保育園委託料

補助金等の名称

　【一般財源】　 6,871千円

保育所措置児童保育料 726 1,084

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額

94

12 委託料 27,186 27,186 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14

国庫支出金 14010102201 教育・保育給付交付金 13,662 10,424

15 原材料費 合　計 27,186 27,186

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 15010203201 教育・保育給付費負担金 5,713 5,212
都道府県支出金 15020206416 保育料無償化等子育て支援事業 214 238

使用料 12020203201

　(0歳児:3人、1歳児:3人、2歳児:1人、3歳児:6人、4歳児:1人、5歳児:1人）
　【事業の効果】保育の委託により、利用希望保護者の就労支援と子育て支援に対応するこ
　とができる。
　【令和3年度評価】園への委託料の支払いを通して、入園児童のための適切な保育の提供
　を図ることができた。

６．財源の説明
　【国庫支出金】13,662千円　【県支出金】5,927千円　【使用料】726千円

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

工事請負費

　町及び町立認定こども園とより密接な連携を図って、保育実施にあたる。

負担金､補助及び交付金

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金

本年度査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

補償、補填及び賠償金

07 報償費 22

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】太養保育園に入園した児童に適切な保育を提供するための経費として、年
　齢別入園人数に基づき、公定価格(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額)で
　示される額を負担する。
　【事業の必要性】太養保育園に保育の実施を委託することによって、子どもを産み育てや
　すい環境を整えるとともに、保護者の就労支援と子育て支援に対応する。多様化･複雑化
　する保護者や家庭の保育ニーズを的確に把握しながら、民間施設として「全町幼保一体」
　の基本理念に沿い、安心安全で適切な保育と年齢発達に応じた幼児教育を提供するため、

04 共済費 19 扶助費
05

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求

２．根拠法令
　子ども･子育て支援法による施設型給付費、児童福祉法

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣(福祉施策の推進)
　｢志をもって 共に学び 明日を拓く ひとづくり｣（幼児教育の充実）
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく
　り｣(教育･保育の一体的提供)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】太養保育園に入園する児童の保育を委託し、公定価格で示される額で算
　出した経費を、請求に基づき委託料を交付する。
　（令和4年度当初見込み児童数　計15人

5,450

補助単独区分 目的区分 民－児－保育所 一般財源 6,871 6,442

21

03 職員手当等 18

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債
経費区分 未設定 事業の種類 未設定 その他 726 1,084 △358 1,097

429 10,283

歳出予算事業概要書

3,786 27,517 25,426

477 4,502

令和 4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 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0091 太養保育園委託料 (簡略番号：006555) 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 27,186 23,400

財
源
内
訳

国庫支出金 13,662 10,424 3,238 11,635
県支出金 5,927

14



款 03 02 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額

94

03款 02項 02目 009200000事業 ながせこども園委託料

12020203201 保育所措置児童保育料 8,276 7,864

13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15

使用料

111,615

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 15020206416 保育料無償化等子育て支援事業 1,503 2,029

23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費
11 役務費 26 公課費
12 委託料 111,615 111,615 27 繰出金

　【県支出金】1,503千円　【使用料】8,276千円　【一般財源】101,836千円

節 本年度要求 本年度査定 節
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

２．根拠法令
　子ども･子育て支援法による施設型給付費、児童福祉法、町立認定こども園の設置及び管
　理に関する条例、同管理運営に関する規則

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣(福祉施策の推進)
　｢志をもって 共に学び 明日を拓く ひとづくり｣(幼児教育の推進)
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく
　り｣(教育･保育の一体的提供)

経費区分 未設定 事業の種類 未設定 その他 8,276

06

　:24人、3歳児:28人、4歳児:25人、5歳児:24人）▽教育認定　計3人（満3歳児:0人、3歳児
　:0人、4歳児:3人、5歳児:0人））
　【事業の効果】教育･保育の委託により、利用希望保護者の就労･子育て支援に対応できる
　【令和3年度評価】園への委託料の支払いを通じて、入園児童のための適切な保育の提供
　を実施することができた。

６．財源の説明

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】ながせこども園に入園を希望する園児の教育･保育を、湯梨浜町社会福
　祉協議会に委託し公定価格で示される額で算出した経費を請求に基づき委託料として交付
　する。
　（令和4年度当初見込み児童数　▽保育認定　計138人（0歳児:15人、1歳児:22人、2歳児

25 寄附金

原材料費 合　計 111,615

地方債

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

03 職員手当等

7,864 412 7,554
補助単独区分 目的区分 民－児－保育所 一般財源 101,836 96,036 5,800 94,871

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】ながせこども園に入園した児童に適切な教育･保育を提供するための経費
　として、年齢別入園人数に基づき、公定価格(内閣総理大臣が定める基準により算定した

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 1,503 2,029 △526 1,290

　費用の額)で示される額を委託費として負担する。
　【事業の必要性】ながせこども園に教育･保育の実施を委託することによって、子どもを
　産み育てやすい環境を整えるとともに、保護者の就労支援と子育て支援に対応する。多様
　化･複雑化する保護者や家庭の教育･保育ニーズを的確に把握しながら、町の幼保一体の基
　本理念に沿って、安心安全な保育と年齢発達に応じた幼児教育を提供する。

本年度要求 本年度査定

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

歳出予算事業概要書令和 4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 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0092 ながせこども園委託料 (簡略番号：021530) 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 111,615 105,929 5,686 103,715 101,123

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常

15



款 03 02 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額
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03款 02項 02目 009300000事業 ニチイキッズ湯梨浜ながえ保育園委託料

使用料 12020203201 保育所措置児童保育料 3,630 4,068

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 69,988 69,988

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 14010102201 教育・保育給付交付金 35,222 29,336

都道府県支出金 15010203201 教育・保育給付費負担金 12,900 14,668
都道府県支出金 15020206416 保育料無償化等子育て支援事業 536 477

69,988 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

　り｣(教育･保育の一体的提供)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】｢ニチイキッズ湯梨浜ながえ保育園｣に入園する児童の保育を委託し、公
　定価格で示される額で算出した経費を、請求に基づき委託料として交付する。
　（令和4年度当初見込み児童数　計30人(0歳児:6人、1歳児:12人、2歳児:12人）
　【事業の効果】保育の委託により、利用希望保護者の就労支援と子育て支援に対応するこ
　とができる。
　【令和3年度評価】0歳から2歳児の保育の提供が可能となり、待機児童の減少につながっ
　た。
　

６．財源の説明
　【国庫支出金】35,222千円　【県支出金】13,436千円　【使用料】3,630千円
　【一般財源】　17,700千円

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料

補助単独区分 目的区分 民－児－保育所 一般財源 17,700 19,124 △1,424 17,930

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】ニチイキッズ湯梨浜ながえ保育園に入園した児童に適切な保育を提供する
　ための経費として、年齢別入園人数に基づき、公定価格(内閣総理大臣が定める基準によ

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

17 備品購入費

　する。多様化･複雑化する保護者や家庭の保育ニーズを的確に把握しながら、民間施設と
　して「全町幼保一体」の基本理念に沿い、安心安全で適切な保育と年齢発達に応じた幼児
　教育を提供するため、町及び町立認定こども園とより密接な連携を図って、保育実施にあ
　たる。

２．根拠法令
　子ども･子育て支援法による施設型給付費、児童福祉法

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣(福祉施策の推進)
　｢志をもって 共に学び 明日を拓く ひとづくり｣(教育･保育の一体的提供)

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

12 委託料 69,988

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

民生費 項 児童福祉費 02 児童措置費 所属 0101010500-0000 子育て支援課

県支出金 13,436 15,145 △1,709 12,278

　り算定した費用の額)で示される額を負担する。
　【事業の必要性】ニチイキッズ湯梨浜ながえ保育園に保育の実施を委託することによって
　 子どもを産み育てやすい環境を整えるとともに、保護者の就労支援と子育て支援に対応

事業

0093 ニチイキッズ湯梨浜ながえ保育園委託料 (簡略番号：040424) 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 69,988 67,673 2,315 67,943 43,698

財
源
内
訳

国庫支出金 35,222 29,336 5,886 31,705

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他 3,630 4,068 △438 6,030

歳出予算事業概要書令和 4年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 03 02 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

補助金等の名称 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
補助基本額 3,496 補助率 100.0% 補助金額 3,496

実施
計画

実施計画
計 上 額

94

03款 02項 02目 014800000事業 保育ＩＣＴシステム運用事業

繰出金

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 3,497 3,497

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 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 3,496

　ため、本格運用していく。
　･使用料及び賃借料(保育ICTシステム利用料･インターネット利用料(TCC))3,497千円

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

19 扶助費

　【事業の効果】システム導入することにより、保育者の事務の負担を軽減し、子どもと接
　する時間をより多く確保するとともに、保護者と保育者の接触を最小限とし、新型コロナ
　ウイルスをはじめ、感染症の拡大防止を図ることができる。
　【令和3年度評価】2施設で先行して実証実験を行い、年度内に町立全施設7園でICTシステ
　ム環境整備ができた。

６．財源の説明
　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　3,496千円
　【一般財源】1千円

13 使用料及び賃借料 3,497 3,497 予備費

　進｣(こども園整備事業)
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをしているすべての家庭を支える環境づく
　り｣(教育･保育施設の整備)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】事務の効率化、保育士の負担軽減、新型コロナウイルス感染拡大防止の

補助単独区分 目的区分 民－児－保育所 一般財源 1 1

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】保育者の保育日誌、保育計画等の書類作成等の事務の効率化を図り負担を
　軽減し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、児童の出欠や登降園管理に関
　する機能や保護者との双方向の連絡に関する機能等の構築を図ることにより、保護者と保
　育者の接触を最小限にすることを目的に、令和3年度に町立認定こども園7園に保育ICTシ
　ステムを整備したもの。令和4年度は本格運用していく。

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役の まちづくり｣(福祉施策の推進)
　｢志をもって 共に学び 明日を拓く ひとづくり｣(幼児教育の充実)
　【過疎地域持続的発展計画】｢子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増

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

05 災害補償費

23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

民生費 項 児童福祉費 02 児童措置費 所属 0101010500-0000 子育て支援課

県支出金

　【事業の必要性】継続してシステムを運用し、保育者の事務の負担を軽減し、子どもと接
　する時間をより多く確保するとともに、保護者と保育者の接触を最小限とし、新型コロナ
　ウイルスをはじめ、感染症の拡大防止を図るもの。
　･保育ICTシステム利用料3,036千円、インターネット利用料(TCC)461千円

20 貸付金

事業

0148 保育ＩＣＴシステム運用事業 (簡略番号：043706) 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 3,497 3,497

財
源
内
訳

国庫支出金 3,496 3,496

事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 経常 地方債
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他

歳出予算事業概要書令和 4年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）
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款 04 01 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節
04款 01項 04目 000900000事業 妊婦乳児健康診査事業

補助金等の名称 母子保健医療対策等総合支援事業
補助基本額 1,474 補助率 50.0% 補助金額 737

実施
計画

実施計画
計 上 額

103

国庫支出金 14020301016 母子保健医療対策等総合支援事 12
国庫支出金 14020301020 母子保健医療対策等総合支援事 725 725

都道府県支出金 15020301206 とっとり版ネウボラ推進事業補 14
繰入金 18021401001 ふるさと湯梨浜応援基金繰入金 9,811 8,787
地方債 21011001001 過疎対策事業債（妊婦健康診査 900

12 委託料 15,721 15,721 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15

科目名称 本年度当初 前年度当初

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 寄附金

公課費

　援基金繰入金 9,811千円【一般財源】5,880千円　

　町1か月児健康診査費助成事業実施要綱、町乳児健康診査費助成事業実施要綱

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支え合う 町民が主役のまちづくり｣(保健･医療の充実)
　【過疎地域持続的発展計画】｢子育て環境の確保、高齢者等の保護及び福祉の向上及び増
　進｣(妊婦健康診査事業、乳児健診事業)【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢子育てをし
　ているすべての家庭を支える環境づくり｣

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】妊婦健診と産婦健診、乳児健診が公費で受けられる環境が整備され、経
　済的負担を心配することなく、全ての妊婦及び乳児が健診を受診できることを目指す。
　【事業の効果】妊娠期から子育て期まで、切れ目のない支援を実現し、安心安全な妊娠と
　出産を確保し、子供を生み育てやすい環境を整える事ができる。

原材料費

　【令和3年度評価】妊婦1人当たり平均約12回、乳児2回分の健診助成を行い、妊婦の安心
　安全な出産と乳幼児の健やかな成長発達を支援することができた。1か月児健診費助成事
　業にて、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援をすることができた。

合　計 16,428 16,428

財源 科目コード

節 本年度要求 本年度査定 節 本年度要求 本年度査定
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

扶助費 506 506
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

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】妊娠期から子育て期に渡るすべての健康診査に対して、切れ目なく支援を
　実施するもの。
　<新規事業>「新生児聴覚検査」費用の助成をすることで保護者の経済的負担を軽減する。
　聴覚障がいを早期発見し適切な支援につなげることができる。
　<継続事業>①産婦健診2回（全額負担)②妊婦健康診査(14回分)③乳児の健康診査(2回分：
　3～4か月、9～10か月。全額負担)④1ヶ月児健診費用の一部助成。
　【事業の必要性】妊婦が安心安全な出産を迎え､乳幼児の健やかな成長を目指すため必要
　 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を目指す。

２．根拠法令
　母子保健法、町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、町産後健康診査費助成事業実施要綱、

04 共済費 19

25
11 役務費 201 201 26

６．財源の説明
　【国庫支出金】母子保健医療対策等総合支援事業737千円【繰入金】ふるさと湯梨浜応

14 △14 1
事業期間 令 4. 4. 1～令 5. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債 900 △900 900
経費区分 未設定 事業の種類 未設定 その他 9,811 8,787 1,024 8,417
補助単独区分 目的区分

歳出予算事業概要書令和 4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 04 母子保健費 所属 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0009 妊婦乳児健康診査事業 (簡略番号：027961) 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 16,428 16,624 △196 16,624 14,359

財
源
内
訳

国庫支出金 737 725 12 737
県支出金

衛－保－その他 一般財源 5,880 6,198 △318 6,569
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