
平成３０年度当初予算　復活見積調書（市長）　 子ども家庭部

■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

1
子ども家庭
課

児童健全育成事
業費

ＬＩＮＥ子育て傾聴相談
事業

核家族化や少子化が進み、また地
域とのつながりも希薄化し、周囲に
頼れる人のいない孤立化した子育
て世帯に対して、訪問や電話による
相談ではなく、もっと気軽に利用で
きるＬＩＮＥを活用した傾聴相談を行
うことで、子育てへの不安や負担、
ストレスを軽減し、子育て家庭の孤
立化を防止します。

・４月　実施要綱等制定
・６～７月　委託事業所募集、契約
・８月　制度周知
　　　　 傾聴相談実施

1,292 1,292 0 0 1,292 1,292 0 0

市長査定により、他
事業との優先度、課
題整理の状況から、
措置しませんでし
た。

2
子ども家庭
課

母子・父子福祉
対策費

子どもの居場所づくり
事業委託料（生活困窮
者等）

ひとり親家庭および生活保護世帯
を含む生活困窮者世帯の中学生に
対して、学力の向上を目指した学習
支援、食事の提供、基本的な生活
習慣の習得支援を行う居場所を提
供し、貧困の連鎖の防止を図りま
す。

・～７月　実施要綱等制定
・８～１０月　委託事業所募集、契
約
　　　　　　参加者募集
・１１月　居場所開設

1,420 747 0 0 1,420 673 747 0 0

市長査定により、他
事業との優先度、課
題整理の状況から、
措置しませんでし
た。

3
子ども子育
て推進課

子育て支援拠点
施設運営費

南草津駅自転車自動
車駐車場利用料みあ
い委託料

ＪＲ南草津駅前西友南草津店２階
の子育て支援拠点施設の利用者
は、店舗の駐車を２時間無料で利
用していただきますが、店舗の駐車
場が満車の時に、南草津駅自転車
自動車駐車場を２時間まで無料で
利用していただけるように、係る費
用を市で負担します。

施設整備　 平成30年1月中旬～3
月下旬
受託者選定　平成30年1月中旬～2
月下旬
開設予定　平成30年4月中旬

38,460 27,696 35,522 24,758 864 864 864 864

市長審査により、事
業内容を確認し、必
要額を措置しまし
た。

4
子ども子育
て推進課

児童健全育成事
業費

児童育成クラブ保育環
境改善費

児童育成クラブの保育環境を改善
することで、児童健全育成事業に
従事する職員の人材確保と質の向
上を図り、放課後の安全・安心な居
場所を確保するとともに、次世代を
担う児童の健全な育成に資するこ
とを目的とするものです。

平成３０年４月　指定管理業務基本
協定（変更）の締結等

456,523 106,201 351,838 71,308 104,183 34,729 34,729 34,725 71,782 23,930 23,930 23,922

市長審査により、事
業内容の修正を行
い、必要額を措置し
ました。

5 幼児課 保育振興事業費
家庭的保育事業費
（給付費補助）

草津市の家庭的保育事業において
は、家庭的保育者が家庭的保育補
助者とともに保育する乳幼児に満１
歳に満たない者が含まれる時は、
保育できる人数を３人以下とする旨
が条例で定められており、国の基
準を上回る手厚いものになってい
ます。
しかし、０歳児を受け入れ入所児童
数が最大３人となる状態が続く場
合、国が定める児童３人分の給付
額だけでは施設の運営を継続する
のは金銭的に厳しく、家庭的保育
者、補助者の人件費や、光熱水費
等の経費が給付費を上回り赤字経
営となる可能性があります。現状の
ままでは、施設の存続に重大な影
響を及ぼす可能性があることを鑑
み、子どもの「いのち」と「安全」を守
るために家庭的保育事業に要する
経費の一部を補助する補助制度の
創設を行います。

①地域型保育施設運営補助金要
綱改正
②交付申請・交付決定
③実績報告・額の確定
④補助金支払い
※時期等は未定

384 384 0 0 384 384 0 0

市長査定により、政
策的判断から措置し
ませんでした。

当初
見積額

部長間
調整後

復活
見積額

査定額
財　　　源　　　内　　　訳 査　　定

結　　果

財　　　源　　　内　　　訳
番号 所属名 事務事業名 項目 目的・効果 計画・スケジュール等
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6 幼児課 園舎整備費 認定こども園整備費

平成27年度に策定された子ども・子
育て支援事業計画および幼保一体
化推進計画に基づき、市内公立保
育所および幼稚園において、認定
こども園化をすすめており、現在志
津幼稚園、玉川幼稚園、山田幼稚
園において工事および実施設計を
行い、認定こども園化に伴う３歳児
教育の推進を図ります。

公立幼稚園３園
【玉川幼稚園、志津幼稚園、山田幼
稚園】

497,604 116,164 0 0 497,604 50,474 334,800 112,330 497,604 50,474 334,800 112,330

市長審査により、事
業内容を確認し、必
要額を措置しまし
た。

7 幼児課
園舎整備費
幼稚園運営費

認定こども園駐車場整
備

公共施設を認定こども園化するに
あたって、駐車場の確保は喫緊の
課題であり、円滑な園の運営のた
めの準備を行います。

公立幼稚園２園（玉川幼稚園、志津
幼稚園）

22,315 22,315 0 0 22,315 22,315 22,315 22,315

市長審査により、事
業内容を確認し、必
要額を措置しまし
た。

8 幼児課 幼稚園運営費 ３歳児親子通園事業

「在宅の3歳児への幼児教育の実
施」は本市の喫緊の課題となってお
り、こども園の展開を行う中で、在
宅の３歳児約３００名あまりに対す
る子育て支援の場を保障していくと
いう方向性となっています。平成２
７年度から始めた３歳児親子通園
事業では３年連続で抽選を行な
い、定員６０組枠は全て埋まってい
ることから、継続的な子育て支援の
場を求める３歳児親子の実態が明
らかになっております。市立幼稚園
における３歳児親子通園事業は３
歳児が同年齢の子どもと触れ合え
る貴重な機会を保障する場となりま
す。本事業へのニーズは年々高
まっていることから、実施場所と受
入人数を拡大していきます。

■実施時期
　　平成30年4月12日（木）～19日
（木）　　３歳児親子通園事業参加
者募集
　　平成30年4月23日（金）　　３歳
児親子通園事業参加者決定・通園
説明会
　　平成30年5月～平成31年3月
年間２５回程度の親子通園事業実
施
■実施園と定員
　　草津市立矢倉幼稚園　３歳児の
親子１５組
　　草津市立老上幼稚園　３歳児の
親子２０組
　　草津市立笠縫幼稚園　３歳児の
親子１５組
　　草津市立常盤幼稚園　３歳児の
親子２０組　　　　　計７０組

4,551 3,956 2,289 1,949 2,262 255 2,007 0 0

市長査定により、他
事業との優先度、課
題整理の状況から、
措置しませんでし
た。

部合計 1,022,549 278,755 389,649 98,015 630,324 85,876 34,729 334,800 255 174,664 592,565 74,404 23,930 334,800 0 159,431
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